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ひとが元気！まちが元気！
「未来につながる健康都市　かのや」を目指して
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第２次鹿屋市総合計画　令和３年度実施計画

１　実施計画策定の趣旨
２　総合計画の体系　

　基本施策（２）　未来につながる教育の充実

５　ＳＤＧｓ達成に向けた取組の推進　

基本目標４　未来につながる住みよいまち

　基本施策（１）　快適な生活基盤づくりの推進

３　実施計画の進め方　

　基本施策（１）　子育て支援の充実

基本目標２　いつでも訪れやすいまち

　基本施策（１）　地域資源を生かした観光の推進

　基本施策（３）　移住・定住の推進

基本目標３　子育てしやすいまち

４　施策の体系　

基本目標１　やってみたい仕事ができるまち

　基本施策（１）　活力ある農林水産業の振興

　基本施策（２）　商工業の振興と雇用の促進

　基本施策（２）　スポーツによる交流の推進

　基本施策（２）　安全で安心な生活の実現

　基本施策（２）　健康づくり・生きがいづくりの推進

　基本施策（３）　自然環境にやさしいまちづくりの推進

基本目標５　ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち

　基本施策（１）　地域福祉の充実

　基本施策（３）　共生協働・コミュニティ活動の推進



第１章

実施計画の概要

　　１　実施計画の趣旨

　　２　総合計画の体系

　　４　施策の体系

　　３　実施計画の進め方



１　実施計画の趣旨

２　総合計画の体系

３　実施計画の進め方

　本計画は、総合戦略等との整合性を図るとともに、社会情勢の変化等に柔軟に対応
するため、毎年度、ＰＤＣＡサイクルによる見直しを行います。

　この実施計画は、令和６年度(2024年度)を目標年度とした第２次鹿屋市総合計画を
総合的かつ計画的に推進していくため、計画に掲げる基本施策と各個別事業を施策体
系別に示し、令和３年度(2021年度)に実施する施策・事業を効果的かつ効率的に推進
するために策定するものです。
　本計画においては、第２次鹿屋市総合計画で定めた重要業績評価指標（KPI）達成
に向けて、個別事業を各成果指標等で評価・検証が可能な事業を掲載することとして
おり、令和３年度に重点的に取り組む施策を主要施策として位置付けています。

総合計画

【基本構想】
①まちづくりの将来像

②人口の将来目標

③基本目標

④施策の体系

【基本計画】
①基本目標と基本施策

②市政運営と計画の推進

【実施計画】
基本計画に基づき実施する

事業（毎年度作成）

実施計画

基本計画

基本構想

まち･ひと･しごと

創生総合戦略

本計画
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４　施策の体系
将来像 基本目標(５) 基本施策(13) 具体的施策(80)

① 農業の担い手の確保・育成
② 農林水産業の経営体制の強化
③ みんなで進める農業・農村振興
④ 環境にやさしい農業の展開
⑤ 生産基盤の強化による生産性の向上
⑥ 高付加価値化と販路開拓・拡大
⑦ 農地の有効利用の促進
⑧ 家畜防疫対策の強化
⑨ 鳥獣被害対策の充実
⑩ まもり・育てる林業の推進
⑪ つくり・育てる水産業の推進
① 中小企業等の振興
② 商店街の活性化
③ 企業誘致等の推進
④ 就業の支援
⑤ 勤労者福祉の充実
① 観光ＰＲの充実
② 魅力ある観光地の形成
③ 多様な地域資源を生かしたツーリズムの推進
④ 観光分野における広域・官民連携の強化
⑤ 関係人口の増加につながる施策の展開
① スポーツ合宿・大会の推進
② 自転車によるまちづくりの推進
③ ホストタウンの取組
④ 「かごしま国体・かごしま大会」の開催による地域活性化
① 移住・定住者への支援体制の充実
② 農業の担い手の確保・育成（再掲）
③ 就業の支援（再掲）
④ 関係人口の増加につながる施策の展開（再掲）
① 産み育てやすい医療体制の充実
② 妊娠期から出産期における支援の充実
③ 子育て支援策の推進
④ 母子保健活動の推進
⑤ 保育需用に対応するための環境整備
① 学力と資質を育む教育の推進
② 豊かな心と健やかな体を育む教育の推進
③ 学校教育環境の充実
④ 安全・安心な学校給食の提供
⑤ 鹿屋女子高等学校の活性化
⑥ 国際化社会で活躍できる人材の育成
① コンパクトなまちづくりの推進
② 適正な土地利用の推進
③ 市街地中心地域の活性化
④ 公共交通の充実
⑤ 良質な住環境の整備
⑥ 治山・治水対策の推進
⑦ 道路・橋りょう等の整備と適切な維持管理
⑧ 上水道の安定供給
⑨ 下水道等の整備
⑩ 基地対策の充実
⑪ 高度情報通信基盤の整備
⑫ ICT人材の育成及びICT利活用の推進
① 消防・防災対策の充実
② 空き家の適正管理の推進
③ 防犯・交通安全の推進
④ 医療体制の充実
⑤ 消費者行政の推進
① 地球温暖化への対応
② 自然環境の保全
③ ごみ減量・リサイクルの推進
④ 畜産環境対策等の推進
① 包括的相談支援体制の構築
② 成年後見制度の利用促進
③ 生活困窮者自立支援の充実
④ 障がい者・障がい児福祉の充実
⑤ 介護サービスの提供
⑥ 在宅医療と介護の連携
⑦ 認知症施策の充実
① 介護予防の推進と高齢者の生きがいづくり
② 健康寿命の延伸
③ スポーツ環境づくりの推進
④ 競技スポーツの推進
⑤ 生涯スポーツの推進
⑥ 鹿屋体育大学と連携した地域活性化
⑦ 市民文化の振興
⑧ 生涯学習・社会教育の推進
⑨ 国際交流の推進
① 人権の尊重と男女共同参画の推進
② 地域コミュニティの構築・充実
③ 地域支援体制の充実

ひ
と
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元
気
！
ま
ち
が
元
気
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「
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来
に
つ
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が
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の
や
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３　子育てしや
すいまち

（１）子育て支援の充
実

（２）未来につながる
教育の充実

４　未来につな
がる住みよいま
ち

（１）快適な生活基盤
づくりの推進

（２）安全で安心な生
活の実現

（３）自然環境にやさ
しいまちづくりの推進

１ やってみた
い仕事ができる
まち

（１）活力ある農林水
産業の振興

（２）商工業の振興と
雇用の促進

２　いつでも訪
れやすいまち

（１）地域資源を生か
した観光の推進

（２）スポーツによる
交流の推進

（３）移住・定住の推
進

５　ともに支え
あい、いきいき
と暮らせるまち

（１）地域福祉の充実

（２）健康づくり・生
きがいづくりの推進

（３）共生協働・コ
ミュニティ活動の推進
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５　SDGs達成に向けた取組の推進

　ＳＤＧｓ（エスディージーズ）とは「Sustainable  Development　Goals」の略で、2015年９
月の国連サミットで採択された2030年を期限とする「持続可能な開発目標」であり17の目標から
構成されています。
　
　国においては、2018年12月21日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2018改
訂版）」において、「地方創生の一層の推進に当たっては、持続可能な開発目標の主流化を図
り、ＳＤＧｓ達成に向けた観点を取り入れ、経済、社会及び環境の統合的向上などの要素を最大
限反映する」ことと位置付けられています。

　総合計画に示す本市のまちづくりの将来像や基本目標、基本施策の方向性は、ＳＤＧｓの理念
と重なるものであり、総合計画を推進することでＳＤＧｓ達成に向けた取組を推進します。

（本計画では、基本目標ごとにＳＤＧｓの17の目標を紐付けて明示しています。）

-4-



ＳＤＧｓ17の目標について

貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧
困を終わらせる

飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及
び栄養改善を実現し、持続可能な
農業を促進する

すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を促進
する

人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正す
る

質の高い教育をみんなに
すべての人々への包摂的かつ公平
な質の高い教育を提供し、生涯学
習の機会を促進する

ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべて
の女性及び女児の能力強化を行う

安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可
能性と持続可能な管理を確保する

エネルギーをみんなにそして
クリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼で
きる持続可能な近代的なエネル
ギーへのアクセスを確保する

働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及
びすべての人々の完全かつ生産的
な雇用と働きがいのある人間らし
い雇用を促進する

産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラ構築、包摂的かつ
持続可能な産業化の促進及びイノ
ベーションの推進を図る

住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な
都市及び人間居住を実現する

つくる責任つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するた
めの緊急対策を講じる

海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋
資源を保全し、持続可能な形で利用
する

陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能
な利用の推進、持続可能な森林経営、
砂漠化への対処ならびに土地の劣化
の阻止・回復及び生物多様性の損失
を阻止する
平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂
的な社会を促進し、すべての人々に
司法へのアクセスを提供し、あらゆ
るレベルにおいて効果的で説明責任
のある包摂的な制度を構築する
パートナーシップで目標を達成し
よう
持続可能な開発のための実施手段
を強化し、グローバル・パート
ナーシップを活性化する

-5-



第２章

基本目標別計画

基本目標　１　　やってみたい仕事ができるまち

基本目標　２　　いつでも訪れやすいまち

基本目標　４　　未来につながる住みよいまち

基本目標　５　　ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち

基本目標　３　　子育てしやすいまち



【基本目標１】　やってみたいしごとができるまち

【施　策　体　系】

温暖な気候や広大な農地などの恵まれた営農環境を生かし、地域雇用と所得の増大や農業・農村

の持つ多面的機能の発揮を目指す「かのや農業・農村戦略ビジョン」に基づいた取組を推進し、こ

れまでの素材提供型農業から、１次加工や６次産業化などによる高付加価値型農業への展開や安

全・安心で付加価値の高い農林水産物の生産に取り組むとともに、担い手の育成や生産基盤の整備

等を行い、魅力ある農林水産業の振興を図ります。

商工団体や金融機関と連携し、生産性の向上などに取り組む中小企業等の資金調達や経営革新の

ほか、創業や事業承継等に対する支援の充実を図り、商工業の活性化を進めます。

企業誘致に積極的に取り組み、雇用の場の確保に努めるとともに、ICTを活用した場所や時間にと

らわれない柔軟な働き方を支援します。

①農業の担い手の確保・育成

②農林水産業の経営体制の強化

③みんなで進める農業・農村振興

⑪つくり・育てる水産業の推進

⑩まもり・育てる林業の推進

⑨鳥獣被害対策の充実

⑧家畜防疫対策の強化

⑦農地の有効利用の促進

⑥高付加価値化と販路開拓・拡大

⑤生産基盤の強化による生産性の向上

④環境にやさしい農業の展開

①中小企業等の振興

②商店街の活性化

③企業誘致等の推進

④就業の支援

⑤勤労者福祉の充実

１ やってみたい仕事ができるまち

（２）商工業の振興と雇用の促進

（１）活力ある農林水産業の振興

【基本目標１】施策体系-7-



【基本目標１－基本施策（１）】活力ある農林水産業の振興　

1 かのやアグリ起業ファーム事業

2 地域担い手育成事業

3 畜産担い手定着促進事業

4
畜産のまち「かのや」次世代を担う若者応援事
業

5 畑地かんがい営農推進事業

6 米生産調整推進事業

7 西洋野菜生産振興支援事業

8 スマート農業実証事業

9 がんばる畑作応援事業

10 畑作物経営安定化対策事業

11 漁業付加価値向上対策事業

12 活動火山周辺地域防災営農対策事業（畜産）

13 鹿屋市農業公社管理経費

14 畜産経営活性化対策事業

15 畜産経営安定資金利子補給事業

認定農業者（個人）の１人当たり平均農業所得
[年]
3,867千円（14～18平均）
⇒4,200千円（19～23平均）
※目標値の考え方
認定農業者の経営改善計画における5年後の目
標値

認定農業者（法人）の経営体数[各年4月1日現
在]
117経営体（18）
⇒150経営体（24）
※目標値の考え方
年間4経営体の増

農業産出額（耕種＋畜産）[年]
4,313千万円（16）
⇒4,200千万円（22）
※目標の考え方
耕種1,141⇒1,255千万円
畜産3,135⇒2,906千万円
その他37⇒39千万円

主要林産物生産額[年度]
48千万円（12～15平均）
⇒67千万円（24）
※目標の考え方
基準値の40％増

漁業水揚高[年度]
397千万円（14～18平均）
⇒417千万円（24）
※目標の考え方
基準値の５％増

②農林水産業の経営体制の
強化

　－基本施策と個別事業の体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

①農業の担い手の確保・育
成

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-8-



【基本目標１－基本施策（１）】活力ある農林水産業の振興　

主要施策

1
　市内３ＪＡをはじめとする関係機関と一体となって、本市全域におけ
る新規就農者の計画的な確保・育成を図る。また、就農後間もない新規
就農者に対し生活資金を助成することで、経営の安定化を図る。

◎ 農林水産課

2
　中心経営体の選定や中心経営体への機械導入等の支援、労働力確保等
を通して地域の担い手を育成・支援し、地域農業の維持・発展を図る。

◎ 農林水産課

3

　高齢化や後継者不足等による肉用牛生産農家の減少が危惧されている
ことから、市の農業研修制度を設けて、市内の畜産農家において飼養管
理等の研修による知識や技術の習得を図り、畜産担い手の確保を推進
し、肉用牛生産基盤の維持を図る。また、新規就農者の円滑な経営開始
を促進するため鹿屋市農業未来バンクに登録された畜産施設の活用促進
を図る。

◎ 畜産課

4

　本市畜産の将来を担う優秀な人材の育成・確保を目的として、鹿屋農
業高校による以下の取組を支援する。
・農業管理の将来モデルを学び、実践することで最新の知見を情報発信
し、地域全体へ波及させる。
・鹿屋農業高校生による鹿児島県畜産共進会及び鹿児島県ホルスタイン
共進会への見学研修等を実施し、全共に向けた気運の醸成につなげる。

畜産課 新規事業

5 　肝属中部、曽於地域畑地かんがい地域の農業振興を図る。 農林水産課

6
　経営所得安定対策事業の周知・推進を図り、地域農業再生協議会を中
心に地域の実情に合わせた水田・畑地の有効活用や多面的機能の発揮に
より地域農業の振興を図る。

農林水産課

7

　本市では馴染みの少ない西洋野菜等の生産に取り組み、市内レストラ
ンや直売等による地産地消の普及を図るとともに、新規就農者や定年帰
農者などが農業を通して地域の活性化に取り組める仕組みづくりを支援
する。

農林水産課

8

　本市農業の現場では、担い手の高齢化による労力不足が深刻となって
おり、農作業の省力化やコスト低減、さらには新規就農者への栽培技術
の継承などが重要な課題となっている。そこで、IoTやICTを活用して超
省力・高品質生産を実現するための新たな農業を実現することで、本市
農業の更なる発展と農家の経営安定を図る。

◎ 農林水産課

9

　機械化一貫体系の確立による省力化や、「かのや紅はるか」、「かの
や深蒸し茶」の生産・販売促進、「サツマイモ基腐病」対策としての輪
作体系の確立を図ることで、農作物の安定した生産と流通を促進し、
もって本市農業の発展と農家の経営安定を図る。

◎ 農林水産課

10
　鹿児島県青果物生産出荷安定基金協会が行う各種野菜価格安定事業に
取組むことで主要野菜の価格安定と野菜生産農家の生産及び出荷安定を
図る。

農林水産課

11

　ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）による種子島周辺漁業対策事業を
利用し、餌料供給施設を整備することで、良質な餌のスムーズな提供及
び安全性の向上が図れる。そのことにより、鹿屋市漁業協同組合の経営
安定を図る。

農林水産課

12

　活動火山に伴う降灰等により、活動火山周辺地域において飼料作物に
対する被害が発生し、収量及び品質の低下が著しく、畜産経営に多大な
影響を及ぼしている事態に対処するため、降灰防止、降灰除去施設等整
備事業を実施し、地域畜産経営の安定及び発展を図る。

畜産課

13
　鹿屋市農業公社が地域農業振興のため実施している農作業受委託事
業、農業研修事業再開への円滑な事業実施のため、運営管理に対する支
援を行う。

輝北産業建設課

14
　新たな経営形態の創出と基本に立ち帰った専門員の指導に基づき、経
営の向上と更なる生活基盤の拡大を図り、畜産経営の活性化を図る。

畜産課

15
　畜産関係資金を借り入れている農家に対して利子補給を実施し、農家
の経営安定を図る。

畜産課

令和3年度
備　考

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容 所管課

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-9-



【基本目標１－基本施策（１）】活力ある農林水産業の振興　

16 ヘルパー運営支援事業

17 価格補償対策事業

18 水稲航空防除事業（輝北地区）

19 水稲航空防除事業（串良地区）

20 水稲航空防除事業（吾平地区）

21 高齢者等肉用牛生産奨励事業

22 多面的機能支払交付金事業

23 中山間地域等直接支払制度事業

24 市民と生産者の交流促進事業

25 農福連携推進事業

26 吾平農業祭負担金

27 くしら黒土祭り負担金

28 環境保全型農業総合推進事業

29 畜産施設等整備事業

②農林水産業の経営体制の
強化

③みんなで進める農業・農
村振興

　－基本施策と個別事業の体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

認定農業者（個人）の１人当たり平均農業所得
[年]
3,867千円（14～18平均）
⇒4,200千円（19～23平均）
※目標値の考え方
認定農業者の経営改善計画における5年後の目
標値

認定農業者（法人）の経営体数[各年4月1日現
在]
117経営体（18）
⇒150経営体（24）
※目標値の考え方
年間4経営体の増

農業産出額（耕種＋畜産）[年]
4,313千万円（16）
⇒4,200千万円（22）
※目標の考え方
耕種1,141⇒1,255千万円
畜産3,135⇒2,906千万円
その他37⇒39千万円

主要林産物生産額[年度]
48千万円（12～15平均）
⇒67千万円（24）
※目標の考え方
基準値の40％増

漁業水揚高[年度]
397千万円（14～18平均）
⇒417千万円（24）
※目標の考え方
基準値の５％増

④環境にやさしい農業の展
開

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-10-



【基本目標１－基本施策（１）】活力ある農林水産業の振興　

主要施策

16
　肉用牛ヘルパ－組合及びデ－リィ－サポートかごしまが行う事業活動
や一部運営に対し構成団体の一員として経費等の負担を行う。

畜産課

17
　鹿屋市吾平地域における指定野菜（春・秋かぼちゃ）の生産拡大と銘
柄確立を図るため、鹿屋市、肝付吾平町農協、指定野菜生産農家が共同
して基金を造成し、生産費補償による経営安定を図る。

吾平産業建設課

18 輝北産業建設課

19 串良産業建設課

20 吾平産業建設課

21
　長年の経験による高い飼養管理技術を持つ高齢者を対象に、70歳、75
歳、80歳を迎える節目に奨励金を交付し、生産者褒賞及び生きがい対策
に資する。

畜産課

22
　農地、水路等の資源の基礎的な保全管理活動（農地維持）と、生物多
様性保全、景観形成などの農村環境の保全のための活動（共同活動）を
支援する。

農地整備課

23

　第５期（令和２年～令和６年）対策として中山間地域直接支払制度に
取組み、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されて
いる中山間地域等において、農地の保全や農業生産の維持等を図りつつ
多面的機能を確保する。

農林水産課

24

　地域農業の豊かな実りに感謝し、地域農産物の紹介・宣伝と消費推進
を図るとともに、生産者と消費者の交流を通じて、生産者の生産・経営
意欲の向上と消費者の本市農業及び農産物への理解を深めることによ
り、本市の農業振興及び地域経済の活性化を図る。

農林水産課

25
　農福連携を通して、障害がある方に就労の機会を提供するとともに、
農家の多様な労働力の確保につなげ、地域農業の維持・発展を図る。

◎ 農林水産課 新規事業

26
　吾平地域の農林商工業の発展と地域活性化を図るために、美里あいら
農業祭を開催するための経費（あいら一番の認定や産業経済功労者表彰
などの式典、及び各種イベントの開催に伴う市負担金）

吾平産業建設課

27

　昭和51年から開始された伝統的農業祭りである。JAの広域合併によ
り、平成7年から現在の平和公園でくしら黒土祭りを実施している。地域
の農業振興のため農業者の技術情報の改善や経営に取り組む意欲高揚を
図るとともに、農業者相互の親睦を通じて連帯感を深め、更に消費者と
の交流を通じた相互間の農業に対する理解を深めるために実施する。

串良産業建設課

28

　農業の生産性と環境への調和を図りながら、環境への負荷を軽減し、
健康な作物を永続的に栽培することで持続性の高い農業を推進するた
め、土壌診断に基づく土づくりや農業用廃プラスチック類の適正処理の
推進、環境への負荷を軽減した農業の取組みを図る。

農林水産課

29

　鹿屋市畜産環境センターの運用廃止に伴う、利用農家の個別処理へ向
けての取組として、家畜排せつ物処理施設整備に有利な本事業を活用
し、農家負担の軽減を図り整備を推進することにより、本地域の畜産の
振興と生活環境の改善を図る。

◎ 畜産課

　減農薬栽培、低コスト米づくりを進めるため、一斉防除を促進し、稲
作農家の経営安定を図る。

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-11-



【基本目標１－基本施策（１）】活力ある農林水産業の振興　

30 農地中間管理事業

31 農業振興地域整備促進事業

32 優良繁殖雌牛導入事業

33 ヘルパー運営支援事業【再掲】

34 優良繁殖雌牛改良促進事業

35 畜産クラスター事業

36 『かのや和牛』生産力強化事業

37 ホルスタイン経営強化事業

38 県営土地改良事業

39 国営畑地かんがい事業

40 土地改良施設維持管理適正化事業

41 団体営農村地域防災減災事業

42 土地改良補助事業

43 国営造成施設管理体制整備促進事業

認定農業者（個人）の１人当たり平均農業所得
[年]
3,867千円（14～18平均）
⇒4,200千円（19～23平均）
※目標値の考え方
認定農業者の経営改善計画における5年後の目
標値

認定農業者（法人）の経営体数[各年4月1日現
在]
117経営体（18）
⇒150経営体（24）
※目標値の考え方
年間4経営体の増

農業産出額（耕種＋畜産）[年]
4,313千万円（16）
⇒4,200千万円（22）
※目標の考え方
耕種1,141⇒1,255千万円
畜産3,135⇒2,906千万円
その他37⇒39千万円

主要林産物生産額[年度]
48千万円（12～15平均）
⇒67千万円（24）
※目標の考え方
基準値の40％増

漁業水揚高[年度]
397千万円（14～18平均）
⇒417千万円（24）
※目標の考え方
基準値の５％増

　－基本施策と個別事業の体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

⑤生産基盤の強化による生
産性の向上

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-12-



【基本目標１－基本施策（１）】活力ある農林水産業の振興　

主要施策

30
　農地中間管理事業を推進し、担い手農家への農地の集約化や農業経営
の規模の拡大等により農用地の利用の効率化及び農業生産性の向上を図
る。

農林水産課

31
　鹿屋農業振興地域整備計画の管理及び変更に伴う各種調査、検討、更
新事務を行い、優良農地の確保及び農地の適正な管理を図る。

農林水産課

32

　県事業である第12回全国和牛能力共進会（全共）｢出品対策事業｣の実
施により、優良な雌子牛を県内に保留するための導入推進や全共の審査
基準に対応した肥育技術の向上を図るための農家実証などの対策を講じ
る。

◎ 畜産課

33
　肉用牛ヘルパ－組合及びデ－リィ－サポートかごしまが行う事業活動
や一部運営に対し構成団体の一員として経費等の負担を行う。

畜産課

34

　日本一の和牛産地である鹿児島県内で最大の生産地帯である鹿屋市の
肉用牛生産基盤の持続的な発展と、第12回全共鹿児島大会に向けた優良
繁殖雌牛基盤の確立のため、優良繁殖雌牛（登録得点上位）の導入を促
進する。

◎ 畜産課

35

　「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、畜産の体質強化を図り、中
心的な役割を担う畜産経営体が取組む収益力強化に必要な施設整備及び
機械導入を支援することにより、地域の畜産の収益性の向上と安定的発
展を図る。

◎ 畜産課

36

　肉用牛の飼養頭数維持と安定的な経営のため、肉用牛舎整備に対して
補助を行う。また、肉用牛繁殖経営の効率化と省力化のため、次世代経
営技術（ICT）の機器導入に対しても補助を行うことでスマート農業を推
進する。

◎ 畜産課

37

　酪農家については減少傾向にあり、後継者及び労働力の確保が大きな
課題となっているため、市内酪農家宅へ鹿屋農業高校の生徒をホームス
テイさせることで、生徒に酪農業に対する理解を深めてもらい、将来的
な酪農に関わる人材の確保を図る。

畜産課

38
　県営土地改良事業の円滑な推進を図るとともに、事業費の一部負担を
行う。

農地整備課

39
　畑地かんがい事業の円滑な推進を図るため、推進協議会を設置し、諸
事項の調整検討を行うとともに、諸活動を関係機関と連携して行う。

農地整備課

40

　土地改良区等が自己の所有する土地改良施設の機能の維持と耐用年数
の確保を図るために行う施設整備補修に係る経費に対し、助成を行う。
　本市が所有する土地改良施設の機能維持と耐用年数を確保するため、
本工事を行い施設の延命を図る。

農地整備課

41

　郷之原地区の排水路が、近年多発している局地的な豪雨による降水量
の増加により、排水路からの越水による農業生産・生活環境に関する被
害が増加しているため、排水施設の能力不足の改善を図るために整備を
実施する。

農地整備課

42
　鹿屋市内の各土地改良区等の事務・事業費に対して支援を行い、各種
土地改良事業及び土地改良施設の適正な維持管理の推進を図り、営農の
安定化に資する。

農地整備課

43

　曽於南部国営造成施設の管理は曽於南部土地改良区が行っているもの
の、経営の脆弱化により十分な施設の管理体制が行えない状況である。
このことから、本事業により管理体制を整備し、国営造成施設のコスト
削減を図る。

農地整備課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-13-



【基本目標１－基本施策（１）】活力ある農林水産業の振興　

44 かのや食・農商社推進事業

45 高品質かのや和牛産地化事業

46 全国和牛能力共進会強化対策事業

47 ⑦農地の有効利用の促進 農地流動化地域総合推進事業

48 ⑧家畜防疫対策の強化 海外悪性伝染病対策事業

49 ⑨鳥獣被害対策の充実 鳥獣被害総合対策事業

50 特用林産事業

51 林業成長産業化モデル事業

52 私有林整備支援事業

53 公有林整備事業

54 森林環境譲与税関係事業

55 水産多面的機能発揮対策事業

56 漁業経営改善対策事業

⑥高付加価値化と販路開
拓・拡大

認定農業者（個人）の１人当たり平均農業所得
[年]
3,867千円（14～18平均）
⇒4,200千円（19～23平均）
※目標値の考え方
認定農業者の経営改善計画における5年後の目
標値

認定農業者（法人）の経営体数[各年4月1日現
在]
117経営体（18）
⇒150経営体（24）
※目標値の考え方
年間4経営体の増

農業産出額（耕種＋畜産）[年]
4,313千万円（16）
⇒4,200千万円（22）
※目標の考え方
耕種1,141⇒1,255千万円
畜産3,135⇒2,906千万円
その他37⇒39千万円

主要林産物生産額[年度]
48千万円（12～15平均）
⇒67千万円（24）
※目標の考え方
基準値の40％増

漁業水揚高[年度]
397千万円（14～18平均）
⇒417千万円（24）
※目標の考え方
基準値の５％増

⑪つくり・育てる水産業の
推進

⑩まもり・育てる林業の推
進

　－基本施策と個別事業の体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-14-



【基本目標１－基本施策（１）】活力ある農林水産業の振興　

主要施策

44

　本市の基幹産業である第一次産業を基軸とした産業の活性化を図るた
め、地域農産物等の販路開拓支援、輸出促進、川中・川下からの依頼に
対応できる産地づくり、地域６次産業化による高付加価値化、起業・創
業者支援等に取り組むことにより、地域所得の向上を図る。

◎ 産業振興課

45

　収益減少に伴う経営支援だけではなく、せり市場における平均価格以
上の素牛を導入することを推奨することで、市場の志向に合致した肉質
の良い肉用牛の生産を進めることができ、生産頭数に加え、肉質も全国
有数の産地として轟かせるよう第12回全国和牛能力共進会に向け産地強
化を図る。

◎ 畜産課 新規事業

46

　令和４年度に鹿児島県で開催される第12回全国和牛能力共進会に向け
た地域の機運醸成のため、令和3年度に開催されるプレ全共・鹿児島県畜
産共進会と肝属・曽於郡共進会（春季、秋季）及び全共集合指導におけ
る対策経費を計上する。

畜産課

47

　農地・担い手に関する情報の一元管理及び農用地の利用調整等を一体
的に推進するための活動を行い農地の有効活用と担い手への農地の利用
集積を図る。また、農業生産性の向上を図る目的で簡易な土壌条件整備
を行う農家に対し、補助金を交付することにより遊休農地を解消し農業
の振興を図る。

農業委員会

48

　海外悪性家畜伝染病（口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、CSF等）
は、近隣諸国を中心に続発しており、侵入のリスクが危惧されることか
ら、万一の発生に備えた防疫に必要な資材等の整備や農家への啓発、併
せて、近隣市町等で構成する防疫対策協議会による情報の共有を行い、
防疫対策の強化を図る。

畜産課

49
　農業経営の安定を図るため、電気柵、ワイヤーメッシュ柵等の侵入防
止柵を設置し、イノシシ、サルなどの有害鳥獣による農作物被害を防止
する。

農林水産課

50
　特用林産物（枝物）の生産拡大のため、生産組合の新植を支援し、生
産基盤の整備や担い手の育成・確保を図る。

農林水産課

51
　国から選定された林業成長産業化モデル事業（全国28箇所）として大
隅地域の構想に基づく効率的な生産体制を構築するための事業を実施す
る。

農林水産課

52
　私有林における適切な維持管理を推進し、森林が有する多面的機能の
発揮を図る。

農林水産課

53
　市有林の下刈り・間伐等の維持管理を行い、森林の持つ多面的機能を
保持するとともに、市有財産の適正な管理を図る。

農林水産課

54

　平成31年度税制改正や森林経営管理法に基づき、経営管理が行われて
いない森林の間伐等の整備を行うことにより、森林資源の循環活用を図
るとともに、災害防止、水源涵養機能等の多面的機能の維持・発揮を図
る。

農林水産課

55
　漁業者等が行う生態系の保全活動を支援し、水産業・漁業の多面的機
能の発揮を図る。

農林水産課

56
　カンパチ価格の低迷等により、厳しい経営状況が続く鹿屋市漁業協同
組合及びカンパチ養殖業者の経営安定と水産業の振興を図る。

農林水産課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-15-



【基本目標１－基本施策（２）】商工業の振興と雇用の促進

1 かのや食・農商社推進事業【再掲】

2 商工業活性化推進事業

3
鹿屋市中小企業金融支援事業（中小企業資金利
子補給事業）

4
鹿屋市中小企業金融支援事業（中小企業資金保
証料補助事業）

5
商工業活性化推進事業（商店街活性化推進事
業）【再掲】

6 商工振興事業（輝北地区）

7 ③企業誘致等の推進 企業誘致・サポート推進事業

8 サテライトオフィス誘致促進事業

9 地元就職支援事業

10 ⑤勤労者福祉の充実 勤労者サービスセンター事業

②商店街の活性化

創業支援事業による創業件数
41件(2017)
⇒51件(毎年度)

立地企業の従業者数
2,818人(2018)
⇒2,900人(2024)

　－基本施策と個別事業との体系図－

①中小企業等の振興

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

④就業の支援

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち -16-



【基本目標１－基本施策（２）】商工業の振興と雇用の促進

主要施策

1

　本市の基幹産業である第一次産業を基軸とした産業の活性化を図るた
め、地域農産物等の販路開拓支援、輸出促進、川中・川下からの依頼に
対応できる産地づくり、地域６次産業化による高付加価値化、起業・創
業者支援等に取り組むことにより、地域所得の向上を図る。

◎ 産業振興課

2
　中小企業の成長支援、経営支援を行うとともに、商店街や通り会等の
商業基盤施設の管理やイベント等の実施を促進し、商工業の活性化を推
進する。

商工振興課

3
　県制度資金等の融資を受けた中小企業に対し、借入金の利子の一部を
補助し、借入に係る経費負担を軽減することにより、本市中小企業の振
興及び健全な発展に資する。

商工振興課

4
　県制度資金等の融資を受けた中小企業に対し、信用保証料の一部を補
助し、借入に係る経費負担を軽減することにより、本市中小企業の振興
及び健全な発展に資する。

商工振興課

5
　市内の各地域の商店街等がイベント事業等を行い、商店街地区への集
客及び組織活動の強化を図り、商店街や地域の活性化を図る。

商工振興課

6
　商工振興のための管理経費として、輝北商店街の街路灯電気料の支出
や修繕を行い、商店街や地域の活性化を図る。

輝北産業建設課

7
　新たに整備する工業用地等への企業進出・立地に向けた取組や立地企
業に対するサポート・支援を推進することで、地域内における若者を含
めた雇用機会の確保や定住促進につなげる。

◎ 産業振興課

8
　新型コロナウイルス感染症に対応する生活様式の一つとして、テレ
ワーク等の働き方を推進し、都市部からの移住及び定住を促進するとと
もに、働く場の創出を図る。

◎ 産業振興課 新規事業

9
　新規学卒者やＵＩターン希望者の地元企業への就職率を高めるととも
に、人手不足に困窮する地元企業の支援を積極的に行うことで、定住人
口の増加と将来的な産業の活性化を図る。

◎ 商工振興課

10
　中小企業等勤労者の福祉の向上を図るとともに、中小企業等の振興、
地域社会の活性化を図る。

商工振興課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標１】やってみたいしごとができるまち-17-
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【基本目標２】　いつでも訪れやすいまち

【施　策　体　系】

霧島ヶ丘公園や鹿屋航空基地史料館、九州最大級の反射式望遠鏡で星空を観察できる輝北天球

館、海軍航空隊串良基地があった串良平和公園、神代三山陵の１つである吾平山上陵などの観

光資源と豊かな自然や食、戦争遺跡等を生かした多彩なツーリズム等による魅力的な観光地づ

くりを推進します。

「（株）おおすみ観光未来会議」を中心に、大隅4 市5 町による広域的な観光振興と誘客・

交流人口の増加に取り組みます。

鹿屋体育大学や地域密着型プロサイクリングチーム「CielBleu (シエルブルー)鹿屋」をはじめとす

る健康・スポーツに関連する機関・施設が集積している本市の大きな特性を生かし、スポーツ

合宿の誘致や「自転車によるまちづくり」など、スポーツによる交流を進めます。

①観光ＰＲの充実

②魅力ある観光地の形成

③多様な地域資源を生かしたツーリズムの

推進

④「かごしま国体・かごしま大会」の開催に

よる地域活性化

③ホストタウンの取組

②自転車によるまちづくりの推進

①スポーツ合宿・大会の推進

⑤関係人口の増加につながる施策の展開

④観光分野における広域・官民連携の強化

①移住・定住者への支援体制の充実

②農業の担い手の確保・育成（再掲）

③就業の支援（再掲）

２ いつでも訪れやすいまち

（３）移住・定住の推進

（１）地域資源を生かした観光の推進

（２）スポーツによる交流の推進

④関係人口の増加につながる施策の展開

（再掲）

③多様な地域資源を生かしたツーリズムの

推進

④「かごしま国体・かごしま大会」の開催に

よる地域活性化

④関係人口の増加につながる施策の展開

（再掲）

【基本目標２】施策体系-19-



【基本目標２－基本施策（１）】地域資源を生かした観光の推進

1 吾平物産展示館管理費

2 観光ＰＲ誘客推進事業

3 観光物産普及宣伝事業（吾平地区）

4 観光振興イベント事業（串良地区）

5 霧島ヶ丘公園施設整備事業

6 かのやばら園施設整備事業

7 ばらを活かしたまちづくり推進事業

8
③多様な地域資源を生かし
たツーリズムの推進

観光ＰＲ誘客推進事業【再掲】

9
「大隅はひとつ！」大隅広域観光推進プロジェ
クト事業

10 観光・物産地域連携推進事業

11 ふるさとＰＲ促進事業

12 観光振興イベント事業（輝北地区）

④観光分野における広域・
官民連携の強化

⑤関係人口の増加につなが
る施策の展開

入込客数[年度]
1,321千人（17）
⇒1,500千人（24）
※目標の考え方
   毎年25,000人増

宿泊者数[年度]
244千人（17）
⇒250千人（24）
※目標の考え方
   毎年1,000人増

①観光ＰＲの充実

②魅力ある観光地の形成

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

【基本目標２】いつでも訪れやすいまち-20-



【基本目標２－基本施策（１）】地域資源を生かした観光の推進

主要施策

1
　吾平山上陵参拝者等に対し、鹿屋市内近隣観光施設のパンフレットを
配布し食事処や観光名所の案内をすることにより、大隅地域の商工観光
振興を積極的に行い誘客促進を図る。

吾平産業建設課

2

　鹿屋市観光基本計画に基づき、各種事業を展開し、地域経済の活性化
につなげていく。
　グリーンツーリズムや教育旅行、登山・トレッキング、戦争遺跡な
ど、本市の自然や食など様々な観光素材に加え、雄川の滝・内之浦宇宙
空間観測所など大隅半島の観光地を絡めたＰＲを旅行エージェントや旅
行客等に行うとともに、観光物産フェア等の実施やSNS の活用などによ
り情報発信を強化し、本市の認知度向上を行うとともに、コロナ禍にお
ける新たな旅行スタイルに対応し、外国人を含む県内外からの観光客の
増加を図る。

◎ ふるさとＰＲ課

3

　各種団体と連携を図りイベント等の各種事業を開催することにより観
光振興を図る。
　吾平山上陵初詣安全対策は、正月三が日の参拝客約3万人と近隣住民の
交通安全や事故防止を目的として、夜間車両の誘導警備・シャトルバス
借上等を行う。

吾平産業建設課

4
　市の重要な観光資源であり、桜の名所として県内に知られる平和公園
を活用し、地域の活性化と調和ある発展に寄与することを目的として
「くしら桜まつり」の事業費を負担する。

串良産業建設課

5
　公園施設の年次的な改修、修繕を行い、利用者が安全で安心して利用
できるよう、施設の適切な維持・管理に努める。

都市政策課

6
　来園者の満足度向上を図るため、施設の年次的な改修・修繕を行うと
ともに、魅せるばら園整備を行い、来園者の増加に努める。

◎ 都市政策課

7
　鹿屋の地域資源である「ばら」や「かのやばら園」の魅力を最大限に
生かし、地域活性化を図る。

◎ 都市政策課

8

　鹿屋市観光基本計画に基づき、各種事業を展開し、地域経済の活性化
につなげていく。
　グリーンツーリズムや教育旅行、登山・トレッキング、戦争遺跡な
ど、本市の自然や食など様々な観光素材に加え、雄川の滝・内之浦宇宙
空間観測所など大隅半島の観光地を絡めたＰＲを旅行エージェントや旅
行客等に行うとともに、観光物産フェア等の実施やSNS の活用などによ
り情報発信を強化し、本市の認知度向上を行うとともに、コロナ禍にお
ける新たな旅行スタイルに対応し、外国人を含む県内外からの観光客の
増加を図る。

ふるさとＰＲ課

9

　大隅地域の広域観光を推進していくため、各市町が有する地域資源を
有機的に連携する組織体制を構築し、観光客の観光ニーズへの対応や、
域内の回遊性・滞在型観光の向上促進、域内経済効果の拡大を図る。
　戦略的な観光地域づくりを推進し、官民一体となった大隅広域観光の
充実を図る。

ふるさとＰＲ課

10

　本市の観光資源（観光、産業等）を活用し総合的にプロデュースする
組織の育成及び観光・物産・ツーリズムそれぞれの事業を展開すること
により、地域活性化を図る。また、本市の地域資源を活用した効果的な
情報発信を行い、誘客促進を図る。

ふるさとＰＲ課

11

　ふるさと納税制度を通じて、本市の特産品等を全国に発信し、地域の
産業振興・活性化に資するとともに、同制度を基盤とした「ふるさと
会」との連携及び「かのやメンバーズクラブ」へと情報発信すること
で、本市のさらなる認知度向上と寄附金の増額につなげる。
　本市のシティセールス指針に基づき、全庁的なイメージ戦略の情報共
有を図るとともに本市の認知度向上につながる取組を実施する。

◎ ふるさとＰＲ課

12
　伝統行事や各種イベントの開催により、地域内の産業の活性化や交流
人口の拡大を図る。

輝北産業建設課

◎

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標２】いつでも訪れやすいまち-21-



【基本目標２－基本施策（２）】スポーツによる交流の推進

1 スポーツ合宿まちづくり推進事業

2 東京オリンピック聖火リレー経費

3
②自転車によるまちづくり
の推進

ホームタウンスポーツ推進事業

4 ③ホストタウンの取組 ホストタウン事業

5
④「かごしま国体・かごし
ま大会」の開催による地域
活性化

国体準備に要する経費

【基本目標２－基本施策（３）】移住・定住の推進

1 定住促進事業

2
「未来につながる健康都市　かのや」推進事業
（かのや未来につながる若者応援業務委託）

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

相談窓口を経由した移住者数[年度累計]
82人(15～17の３年度)
⇒300人(19～24の６年度)
※目標の考え方
   基準値実績の２倍

①移住・定住者への支援体
制の充実

　－基本施策と個別事業との体系図－

スポーツ合宿者数
18,878人(17)
⇒25,000人(24)
※目標の考え方
   毎年1,000人増

スポーツイベント参加者数
5,849人(17)
⇒11,000人(24)
※目標の考え方
カレッジスポーツデイ2000人増
マウンテンバイク場1000人増
ほか

①スポーツ合宿・大会の推
進

【基本目標２】いつでも訪れやすいまち-22-



【基本目標２－基本施策（２）】スポーツによる交流の推進

主要施策

1
　鹿屋体育大学と連携したトップアスリートの自主トレ誘致、社会人や
学生等のスポーツ合宿誘致に取り組むため、官民連携によるスポーツコ
ミッションを核とした誘致活動、受入環境の整備を行う。

◎ 市民スポーツ課

2
　東京オリンピック聖火リレーは、本市において令和３年４月27日に実
施予定である。今後、改めて市内コース約2.7ｋｍの警備、交通規制の調
整、市民への周知等を行う。

市民スポーツ課

3
　トップアスリート（プロ選手）との連携による特色ある地域づくりを
推進するため、鹿屋市を拠点とするプロチームの育成と自転車を活用し
たまちづくりを推進する。

◎ 市民スポーツ課

4
　2021年に開催延期となった東京オリンピック・パラリンピック競技
大会を契機に、地域の活性化等を推進するため、ホストタウン相手国と
スポーツ・観光・文化・地域経済の各分野での交流を行う。

地域活力推進課

5

　令和5年度に延期となった「燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会」
開催に向けた気運の再醸成を図るための国体関連イベント、講習会等を
開催し、市民活動の推進を図る。また、新型コロナウイルス感染症対策
としてリモートによるイベント開催の検討及びＳＮＳを有効に活用した
情報発信等に取り組み、コロナ禍における新たな市民活動を推進する。

市民スポーツ課

【基本目標２－基本施策（３）】移住・定住の推進

主要施策

1
　移住支援のワンストップ窓口として開設した「かのや移住サポートセ
ター」において、相談員の配置や移住体験支援を行うとともに、空き家
バンク・空き店舗情報や就業情報等の提供などの総合的な支援を行う。

◎ 地域活力推進課

2
　若者が共通の趣味や活動を通じて新たな仲間との出会いや、地域の魅
力を再発見する場を創出することで、本市への定着や若者の結婚を後押
しする。

◎ 政策推進課 新規事業

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標２】いつでも訪れやすいまち-23-
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【基本目標３】　子育てしやすいまち

【施　策　体　系】

産科医の確保や母子健診、子ども医療費の助成、子育て中の親子がつどい、情報交換・交流が

できる拠点施設の充実など、子育てに対する不安や負担感を軽減する取組や保護者が心にゆと

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

や放課後対策を充実することにより、子どもを産み育てやすい環境づくりを進めます。

学校や家庭、地域社会での生活を通して、子どもたちが生き生きと育ち、広い知識と教養を

身に付け、郷土を愛し、協力し合うことができる環境の充実を図り、未来を担う心豊かでたく

ましい人づくりを進めます。

①産み育てやすい医療体制の充実

②妊娠期から出産期における支援の充実

③学校教育環境の充実

②豊かな心と健やかな体を育む教育の推進

①学力と資質を育む教育の推進

⑤保育需用に対応するための環境整備

④母子保健活動の推進

３ 子育てしやすいまち

（１）子育て支援の充実

（２）未来につながる教育の充実

③子育て支援策の推進

④安全・安心な学校給食の提供

⑤鹿屋女子高等学校の活性化

⑥国際化社会で活躍できる人材の育成

【基本目標３】子育てしやすいまち-25-



【基本目標３－基本施策（１）】子育て支援の充実

1
①産み育てやすい医療体制
の充実

救急医療施設運営経費

2 妊産婦乳幼児健康診査事業

3 不妊治療費助成事業

4 出産・育児支援事業

5 幼稚園・保育所等給付費

6 地域子ども・子育て支援事業

7 認可外保育支援事業

8 児童虐待防止ネットワーク事業

9 かわいい孫への贈り物事業

10 子育て広場推進事業

11 子ども医療費助成事業

12 予防接種事業

13 鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業

14
学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促
進事業

15 鹿屋寺子屋事業

16 ④母子保健活動の推進 妊産婦乳幼児健康診査事業【再掲】

17
⑤保育需用に対応するため
の環境整備

教育・保育人材確保支援事業

②妊娠期から出産期におけ
る支援の充実

③子育て支援策の推進

子育てに対する環境や支援に満足している市民
の割合[市民意識調査]
65.1％（18）
⇒75.0％（24）
※目標の考え方
毎年２％増

18歳以下の子どもの数[各年10月1日現在]
19,696人（17）
⇒19,550人（24）
※目標の考え方
平成27年に策定した人口ビジョンを基に按分等
行い試算

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

【基本目標３】子育てしやすいまち-26-



【基本目標３－基本施策（１）】子育て支援の充実

主要施策

1
　夜間及び休日の救急医療体制並びに大隅地域の産科医療体制を確保する
ために要望活動等を行う。

健康増進課

2
　妊娠から出産、産後、乳幼児期における健康診査、健康教育・相談、個
別支援の普及啓発を行い、特に初めての妊娠や子育てを重点にし、母子を
含む家族全体の健康の保持・増進を図る。

健康増進課

3
　不妊に悩む夫婦の精神的負担や経済的負担を軽減するため、高額な医療
費が必要な特定不妊治療及び男性不妊治療に要する費用の一部を助成し、
出産を希望する夫婦を広く支援する。

◎ 健康増進課

4

　妊産婦等の方々のそれぞれの状況（妊婦週ごと、乳幼児の年齢ごと等）
に合致した情報の提供や、健診や予防接種などの子どもの成長記録を残せ
る機能を提供する。
　児童の健全な育成を図るため、母親など地域住民の積極的参加による地
域組織活動の促進を図ることを目的に、親子及び世代間の交流文化活動等
に取り組む。

子育て支援課

5
　教育を希望する場合や、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望す
る場合に、保育所等で教育・保育が実施できるよう認可保育事業所に対し
財政支援を行う。

子育て支援課

6
　地域の実情に応じ、地域子育て支援拠点事業やファミリー・サポート・
センター事業など、子ども・子育て支援計画を総合的かつ効果的に実施す
る。

◎ 子育て支援課

7
　私設保育園連絡協議会開催の保育士の研修費用等を補助することによ
り、保育士の資質の向上及び児童処遇の改善を図る。

子育て支援課

8

　18歳未満の子どものいる家庭の相談に応じ、家庭児童福祉の向上を図
るため、家庭児童相談員を配置し、関係機関・団体で構成する「鹿屋市要
保護児童対策地域協議会」を開催するなど、子どもの見守り体制の充実を
図る。

子育て支援課

9
　1歳未満の乳児に対し、協賛店でおむつ等の購入に使用できる助成券
（対象者一人当り1,000円×12枚を限度）を配布し、子育て世帯の負担
軽減を図る。

子育て支援課

10

　新生児から小学3年生までの児童及びその家族が、土日・休日や雨の日
でも安心して利用できる室内施設を運営し、健全な遊びの場を提供するこ
とで児童の健康を増進するとともに、育児相談や子育て世帯の交流を通し
て、保護者の育児ストレスの解消を図など子育て支援の拡充を行う。

◎ 子育て支援課

11
　子どもの疾病を早期に発見し治療を促進することにより、子どもの健康
増進と健やかな育成に寄与するため、高校生までの医療に要した費用のう
ち、保険診療に係る自己負担分を全額助成する。

◎ 子育て支援課

12
　伝染の恐れのある疾病の蔓延を防ぎ、公衆衛生の向上を図るため、定期
予防接種（13種類（15疾病））と任意予防接種（2種類（2疾病））を
実施する。

健康増進課

13
　世代間で支え合いながら生活する多世代同居家族の形成や若年世代の確
保、耐震化推進による住宅の安全性の向上などを図ることにより、各世代
が安全で安心して暮らせる快適な住環境づくりを進める。

建築住宅課

14
　鹿屋市教育委員会が配置する地域学校安全指導員及び地域ボランティア
並びに小・中学校、家庭及び地域の関係機関等が連携し、地域社会全体で
登下校時の児童・生徒の安全確保を図る。

学校教育課

15

　生涯学習の拠点施設である公民館等を活用し、放課後、学びたくてもそ
の環境が整っていない子どもたちを対象に、学習活動の支援や地域のこと
を知る活動、地域の方々との交流活動等を実施し、子ども同士の学びあう
楽しさと郷土愛を育むとともに高い教育力をもつ地域づくりと安心して子
育てできるまちづくりに資する。

生涯学習課

16
　妊娠から出産、産後、乳幼児期における健康診査、健康教育・相談、個
別支援の普及啓発を行い、特に初めての妊娠や子育てを重点にし、母子を
含む家族全体の健康の保持・増進を図る。

健康増進課

17
　資格を持ちながら就労していない「潜在的な教育・保育人材」の掘起し
や、保育士等の資格を取得できる短大等を卒業する新規就労予定者の確保
に向けた方策を行う。

子育て支援課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標３】子育てしやすいまち-27-



【基本目標３－基本施策（２）】未来につながる教育の充実

1 教職員研修等推進事業

2 かのや授業力向上事業

3 外国語指導助手経費

4 総合的な学習推進事業

5 「心の架け橋プロジェクト」事業

6 小学校自然教室推進事業

7 中学校自然教室推進事業

8 鹿屋市平和教育推進事業

9 歯科指導の充実（フッ化物洗口事業）

10 保健体育推進事業

11 家庭教育支援事業

12 ブックスタート事業

13 青少年育成センター事業

14 社会教育団体活動促進対策事業

15
青少年の健全育成に関する事業（いきいき鹿
屋っ子プラン）

16 かのや学校応援団事業

17 鹿屋青年会議所アドベンチャー事業

18 特別支援教育推進事業

①学力と資質を育む教育の
推進

具体的施策 事　業　名

標準学力検査（NRT）結果[年度
小学校平均50.5（18）
中学校平均48.4（18）
⇒小中学校ともに52.0（24）
※目標値の考え方
小・中学校ともに全国の偏差値から２ポイント
以上。

体力・運動能力調査結果[年度]
小学校平均49.8（18）
中学校平均48.3（18）
⇒小中学校ともに52.0（24）
※目標値の考え方
小・中学校ともに全国の偏差値から２ポイント
以上。

小中学校における
不登校児童・生徒の在籍率[各年度３月末現在]
1.23％（17）
⇒1.00％（23）
※目標値の考え方
在籍率1.00％
現在でも良い数値だが、更に高い目標を設定
【参考】
全国の在籍率は、H28で1.8％であり年々増加
傾向

②豊かな心と健やかな体を
育む教育の推進

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方

【基本目標３】子育てしやすいまち-28-



【基本目標３－基本施策（２）】未来につながる教育の充実

主要施策

1
　教職員の資質向上、教育方法の改善等のために、研究協力校の指定や
研修視察経費の補助、ICT支援員の派遣等を行い学校教育の充実を図る。

学校教育課

2 　教職員の指導力向上や授業改善に向けた意識改革を図る。 学校教育課

3
　ALTを小・中学校、高校に派遣し、英語学習への関心を高めるととも
に、児童・生徒のコミュニケーション能力の育成を図る。

学校教育課

4
　問題発見や問題解決能力の育成、現実の世界や生活などへの興味・関
心、意欲の向上のために体験活動を行う。

学校教育課

5
　学校の教育相談体制の充実を図るとともに、不登校等、何らかの理由
で学校に行けない児童・生徒に対して、保護者や学校、関係機関等と連
携して学校復帰に向けた支援や指導の充実を図る。

学校教育課

6
　集団宿泊学習を実施し、規則正しい集団生活や研修活動を通して、集
団生活における生活習慣等を身に付けさせるとともに、多様な活動を通
して豊かな情操を育む。

学校教育課

7
　集団宿泊学習を実施し、規則正しい集団生活や研修活動を通して、集
団生活における生活習慣等を身に付けさせるとともに、多様な活動を通
して豊かな情操を育む。

学校教育課

8
　平和を願う児童・生徒の平和メッセージを鹿屋から発信し、平和な国
際社会の実現に寄与する。

学校教育課

9
　子どもたちの生涯にわたる歯と口の健康及び心身の健康増進のため、
予防効果が高く安全であることが証明されている「フッ化物洗口」を推
進する。

学校教育課

10
　小・中学校の加盟する市学校保健会・小中学校体育連盟の事業を補助
することにより、児童・生徒の体位、体力の向上及び学校体育の振興を
図る。

学校教育課

11
　家庭教育を推進するため、家庭教育に関する学習機会を提供し、家庭
の教育力の向上を図る。

生涯学習課

12
　赤ちゃんと保護者が、本を読むきっかけづくりや親子のふれあいを促
すため、かわいい孫への贈り物事業と併せて絵本を手渡す。また、保護
者へのアンケートを実施し、「親と子の20分間読書」運動を推進する。

生涯学習課

13
　青少年の育成に関係ある機関や団体との緊密な連携をもとに、本市内
における青少年の育成活動を総合的に推進する。

生涯学習課

14 　社会教育団体の活動活性化と組織強化を図る。 生涯学習課

15
　21世紀を担う心豊かでたくましい青少年を育成するため、青少年育成
体制の整備と育成活動の充実及び青少年活動の推進を図る。

生涯学習課

16
　学校・家庭・地域が共生・協働し、子どもたちの豊かな「育ち」と確
かな「学び」を目指すため、その中核となる学校の教育活動を支援する
連携体制づくりを推進する。

生涯学習課

17
　子どもたちが自然体験活動と歴史の学習や交流を通じて、伝統・文化
の重要性を理解し、心身ともに豊かで健やかに成長することに資する。

生涯学習課

18
　障害のある子どもを含むすべての子どもに対して、子ども一人一人の
教育的ニーズにあった適切な教育的支援を行えるよう環境整備の充実を
図る。

学校教育課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標３】子育てしやすいまち-29-



【基本目標３－基本施策（２）】未来につながる教育の充実

19 かのやICT教育推進事業（小学校）

20 かのやICT推進事業（中学校）

21 小学校空調化推進事業

22 中学校空調化推進事業

23
④安全・安心な学校給食の
提供

市民と生産者の交流促進事業【再掲】

24 ＧＩＲＬＳ教育推進プロジェクト

25 高等学校施設耐震化促進事業

26 高等学校実験実習用備品整備費

27 「かのや英語大好き」事業

28 英語弁論大会経費

29 英語力向上推進事業（小学校）

30 英語力向上推進事業（中学校）

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

標準学力検査（NRT）結果[年度
小学校平均50.5（18）
中学校平均48.4（18）
⇒小中学校ともに52.0（24）
※目標値の考え方
小・中学校ともに全国の偏差値から２ポイント
以上。

体力・運動能力調査結果[年度]
小学校平均49.8（18）
中学校平均48.3（18）
⇒小中学校ともに52.0（24）
※目標値の考え方
小・中学校ともに全国の偏差値から２ポイント
以上。

小中学校における
不登校児童・生徒の在籍率[各年度３月末現在]
1.23％（17）
⇒1.00％（23）
※目標値の考え方
在籍率1.00％
現在でも良い数値だが、更に高い目標を設定
【参考】
全国の在籍率は、H28で1.8％であり年々増加
傾向

⑤鹿屋女子高等学校の活性
化

⑥国際化社会で活躍できる
人材の育成

③学校教育環境の充実

【基本目標３】子育てしやすいまち-30-



【基本目標３－基本施策（２）】未来につながる教育の充実

主要施策

19
　ICT機器の整備促進とその有効活用による指導の充実を図り、内容豊か
で分かりやすい授業を展開することで児童生徒の学力の向上を図る。

◎ 学校教育課

20
　ICT機器の整備促進とその有効活用による指導の充実を図り、内容豊か
で分かりやすい授業を展開することで児童生徒の学力の向上を図る。

◎ 学校教育課

21 　児童の健康を守るため、空調未整備校の空調整備を推進する。 教育総務課

22 　生徒の健康を守るため、空調未整備校の空調整備を推進する。 教育総務課

23

　地域農業の豊かな実りに感謝し、地域農産物の紹介・宣伝と消費推進
を図るとともに、生産者と消費者の交流を通じて、生産者の生産・経営
意欲の向上と消費者の本市農業及び農産物への理解を深めることによ
り、本市の農業振興及び地域経済の活性化を図る。

農林水産課

24
　鹿屋女子高活性化基本方針に基づき、活性化を推進するソフト事業に
取り組む。

◎ 教育総務課 新規事業

25
　校舎等施設の耐震性能の向上を図り、生徒の安心・安全な教育環境の
整備に努める。

学校教育課鹿屋女子高

26 　良好で質の高い学びを実現するために、備品を整備する。 学校教育課鹿屋女子高

27 　小学校に英語指導講師を配置し、英語の授業の充実を図る。 学校教育課

28 　英語弁論大会を実施し、市内の中学生の英語力向上を図る。 学校教育課

29
　小学６年生の英語力向上のため（特に「聞く」・「話す」の力）を検
証するため、英語力診断テストを実施する。

◎ 学校教育課

30
　中学校２年生の英語力向上のため、２技能を図る英語力診断テストを
実施する。（英検ＩＢＡの実施 R3～R5）

◎ 学校教育課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標３】子育てしやすいまち-31-



 

-32-



【基本目標４】　未来につながる住みよいまち

【施　策　体　系】

中心市街地に行政・商業・医療などの都市機能施設が集積する拠点を維持・形成するとともに、

輝北・串良・吾平地区等の周辺地域に地域拠点等を形成し、それらが有機的に連携する多極

ネットワーク型コンパクトシティを目指します。

生活や物流を支える道路ネットワークや公共交通などの都市機能を確保するとともに、総合

的な雨水排水対策や適正な土地利用などを進め、快適な居住環境の形成を図ります。

大規模自然災害に備えた危機管理体制の整備や消防・救急、防犯体制の確保、交通安全、

空き家の適正管理などの取組の充実により、安心して暮らせる地域づくりを進めます。

快適な生活環境を確保するため、ごみの減量化やリサイクルの徹底を図るとともに、不法投

棄の防止や生活排水対策等を進めます。

①コンパクトなまちづくりの推進

②適正な土地利用の推進

③市街地中心地域の活性化

⑪高度情報通信基盤の整備

⑩基地対策の充実

⑨下水道等の整備

⑧上水道の安定供給

⑦道路・橋りょう等の整備と適切な維持管理

⑥治山・治水対策の推進

⑤良質な住環境の整備

④公共交通の充実

①消防・防災対策の充実

②空き家の適正管理の推進

③防犯・交通安全の推進

④医療体制の充実

⑤消費者行政の推進

４ 未来につながる住みよいまち

（２）安全で安心な生活の実現

（１）快適な生活基盤づくりの推進

①地球温暖化への対応

②自然環境の保全

③ごみ減量・リサイクルの推進

④畜産環境対策等の推進

（３）自然環境にやさしいまちづくりの推進

⑫ICT人材の育成及びICT利活用の推進

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-33-



【基本目標４－基本施策（１）】快適な生活基盤づくりの推進　

1
①コンパクトなまちづくり
の推進

都市計画決定業務

2 ②適正な土地利用の推進 地籍調査事業

3 ③市街地中心地域の活性化 街のにぎわいづくり推進事業

4 ④公共交通の充実 総合交通対策事業

5 住宅維持修繕事業

6 老朽化市営住宅入居者移転促進事業

7 家賃徴収対策事業

8 市有財産売却促進事業

9 雨水排水対策事業費

10 排水路整備事業

11 土木総務事務経費（本省要望等活動経費）

12 道路整備事業

13 県営道路整備事業

　－基本施策と個別事業との体系図－

事　業　名No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策

⑤良質な住環境の整備

⑥治山・治水対策の推進

くるりんバス及び乗合タクシーの利用者数[年
度]
36,210人（17）
⇒46,000人（24）
※目標値の考え方
くるりんバス45,000人
乗合タクシー1,000人

リナシティかのやの利用者数[年度]
294千人（17）
⇒350千人（24）
※目標値の考え方
年間８千人の増

光ブロードバンド加入率[各年度３月末現在]
24％（17）
⇒40％（24）
※全国、九州、鹿児島県の直近３年間の状況を
踏まえ、年間2.3％の増

汚水処理人口普及率[各年度３月末現在]
71.5％（17）
⇒81.0％（24）
※年間1.35％の増

⑦道路・橋りょう等の整備
と適切な維持管理

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-34-



【基本目標４－基本施策（１）】快適な生活基盤づくりの推進　

主要施策

1

　「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現に向けて、中心拠点
や地域拠点へ都市機能や居住の誘導を図るための立地適正化計画の策定
等を行う。
　また、大規模盛土造成地の安全性の確認を行い、立地適正化計画と防
災との連携強化による安全安心な都市づくりを目指す。

◎ 都市政策課

2

　地籍調査は、国土調査法に基づく調査であり、毎筆の土地について、
所有者、地番、地目及び境界の調査並びに境界及び地積に関する測量を
行い、地図及び簿冊を作成し、土地の管理並びに国土の開発、保全及び
その利用の高度化に資するために行う。

農地整備課

3
　中心市街地の活性化に向けた具体的な方策を講ずるため、中心市街地
周辺の商店街振興組合や地元関係者が中心となって実施する街づくり活
動を支援し、街のにぎわいづくりを創出する。

商工振興課

4
　地域住民の通院や通学等の移動手段を確保するため、廃止路線代替バ
スや地域間幹線系統バスの運行に対する補助、鹿児島中央駅～鹿屋間直
行バス、くるりんバス、乗合タクシーの運行などを行う。

地域活力推進課

5
　住宅の維持管理のため、現況復旧並びに住宅相互の格差是正を図り、
住宅の環境整備及び居住水準の向上を図る。

建築住宅課

6

　著しく老朽化している市営住宅（用途廃止予定団地）について、現入
居者の安全安心な生活の維持と維持管理費用の軽減を図るため、近隣の
市営住宅への移転を促すとともに、自主財源の確保と市有財産の適正な
管理運営に資する。

建築住宅課

7
　入居者の公平さを保つため、滞納者に対し法的措置を行うなど家賃徴
収の向上を図るとともに住宅管理に寄与する。

建築住宅課

8
　今後、新たな入居者が見込めない地域にある戸建て住宅を現入居者に
払下げ永住を促すとともに、市有財産の適正な管理運営を図る。

建築住宅課

9
　市内各所で発生している浸水、冠水箇所の改善を図り、安全で快適に
暮らせるまちづくりを推進する。

◎ 都市政策課

10
　断面不足や排水系統に起因する道路冠水を防止するため、排水路の整
備を行い、生活環境基盤の整備促進を図り、地域の民生安定に資する。

◎ 道路建設課

11 　高速道整備促進の関係省庁等への要望を行う。 都市政策課

12
　主要な幹線道路の整備を行い、周辺地域とのアクセス機能の向上を図
るとともに、市民生活に最も身近な生活道路の整備による生活環境の改
善を図る。

◎ 道路建設課

13
　地域幹線道路の交通の円滑化と地域経済の活性化を促進するため、県
道の整備を図る。（道路法第５２条第２項による県営事業に伴う地元負
担金）

◎ 道路建設課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-35-



【基本目標４－基本施策（１）】快適な生活基盤づくりの推進　

14 老朽管対策事業

15 基幹管路耐震化事業

16 水道施設拡張事業

17 配水管整備事業

18 水道施設更新事業

19 公共下水道事業（排水設備等設置整備事業）

20 小型合併処理浄化槽設置整備事業

21 ⑩基地対策の充実 基地対策事業

22 ⑪高度情報通信基盤の整備 電子自治体推進事業

23
⑫ICT人材の育成及びICT
利活用の推進

電子自治体推進事業【再掲】

くるりんバス及び乗合タクシーの利用者数[年
度]
36,210人（17）
⇒46,000人（24）
※目標値の考え方
くるりんバス45,000人
乗合タクシー1,000人

リナシティかのやの利用者数[年度]
294千人（17）
⇒350千人（24）
※目標値の考え方
年間８千人の増

光ブロードバンド加入率[各年度３月末現在]
24％（17）
⇒40％（24）
※全国、九州、鹿児島県の直近３年間の状況を
踏まえ、年間2.3％の増

汚水処理人口普及率[各年度３月末現在]
71.5％（17）
⇒81.0％（24）
※年間1.35％の増

⑧上水道の安定供給

⑨下水道等の整備

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-36-



【基本目標４－基本施策（１）】快適な生活基盤づくりの推進　

主要施策

14 　法定耐用年数の超過した老朽管の更新を行う。 工務課

15 　災害時に主要拠点となる避難所等への配水管の耐震化を図る。 工務課

16
　水質悪化及び水量減少への対応や鹿屋・串良・吾平地域の配水系統の
効率化を図るため、新規水源開発に必要な電気探査やボーリング調査を
実施する。

工務課

17
　県・市が実施する道路工事に併せた配水管の布設及び布設替工事等を
行う。

工務課

18 　施設（配水池・ポンプ場）の老朽化に伴う更新を行う。 工務課

19

　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道の
事業計画区域内において、くみ取便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽
から改造するため排水設備等を設置整備する者に対し、排水設備等設置
整備事業補助金の交付を行い接続率の向上を図る。

◎ 下水道課

20
　生活排水による水質汚濁を防止するため、公共下水道事業計画区域及
び農業集落排水整備事業区域以外の住宅に対して合併浄化槽設置補助を
行い、小型合併浄化槽等の計画的な整備を図る。

◎ 生活環境課

21
　海上自衛隊鹿屋航空基地に関する騒音等の諸問題について、騒音観測
装置による測定を行うと共に、関係団体等と連携した要望活動を行い、
安定した市民生活の確保を図る。

政策推進課

22
　鹿屋市役所スマート化計画に基づき、ICT利活用による住民サービス向
上や行政事務の効率化を図る。

◎ 情報行政課

23
　ICT利活用による住民サービス向上や行政事務の効率化を図るため、市
が保有するデータのオープン化やRPAの導入促進などデジタル・ガバメ
ントの推進を図る。

◎ 情報行政課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-37-



【基本目標４－基本施策（２）】安全で安心な生活の実現

1 災害につよいまちづくり事業

2 がけ地近接等危険住宅移転

3 鹿屋市危険ブロック塀等解体撤去促進事業

4 県営砂防施設整備事業負担金

5 県単急傾斜地崩壊対策事業

6 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金

7 ②空き家の適正管理の推進 空き家適正管理促進事業

8 交通安全普及事業

9 防犯対策事業

10 交通安全施設整備事業

11 ④医療体制の充実 二次救急医療体制強化支援事業

12 ⑤消費者行政の推進 消費者行政推進事業

③防犯・交通安全の推進

交通事故死傷者件数[年]
399件(18)
⇒385件(24)
※目標値の考え方
第10次鹿屋市交通安全計画に定める目標値
（580人）の2/3

防災出前講座参加者数[年度]
377人(17)
⇒600人(24)
※目標値の考え方
これまでの実績を踏まえ、年間約30人増

　－基本施策と個別事業との体系図－

①消防・防災対策の充実

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-38-



【基本目標４－基本施策（２）】安全で安心な生活の実現

主要施策

1

　災害につよいまちづくりを推進するために、避難所の機能の充実やＦ
Ｍ放送を活用した防災知識の普及による防災意識の向上を図るととも
に、土砂災害警戒区域等の危険箇所を有する地域住民の避難体制の整備
や自主防災組織の防災活動に対する助成を行い、地域防災力の強化を図
る。

◎ 安全安心課

2
　がけ地等危険な区域にある住宅を安全な場所に移転するものに対して
移転に要する経費を補助する。

建築住宅課

3
　市内の道路に面するブロック塀等を撤去・改修することにより、地震
によるブロック塀等の倒壊及び転倒による被害を未然に防止し安全なま
ちづくりの推進を図る。

建築住宅課

4
　県施工による砂防施設整備に係る負担金であり、事業実施により、災
害の未然防止を図り、地域住民の生命・財産を保護し、民生の安定、国
土の保全を図る。

道路建設課

5
　急傾斜地の崩壊防止工事を行うことにより、災害の未然防止を図り、
地域住民の生命・財産を保護し、民生の安定、国土の保全を図る。

道路建設課

6
　県施工による急傾斜地の崩壊防止工事にかかる負担金であり、事業実
施により災害の未然防止を図り、地域住民の生命・財産を保護し、民生
の安定、国土の保全を図る。

道路建設課

7
　管理不全な状態の空き家の所有者等に対し、助言・指導、勧告等の措
置を行うとともに、危険空き家の解体撤去費用の一部助成を行い、空き
家等の適正管理を図る。

安全安心課

8

　交通安全の推進のため、各種啓発キャンペーンを行うとともに、交通
安全教室や、交通事故防止啓発事業等を実施している鹿屋市交通安全協
会へ助成を行う。
　また、高齢者が加害者となる交通事故を防止するため、運転免許証の
自主返納の促進を図る。
　鹿児島県市町村総合事務組合が運営する交通災害共済の事務を行い、
交通災害に遭われた加入者等に見舞金を支給する。

安全安心課

9

　犯罪が発生しにくい環境の整備及び市民の防犯意識の向上を図るため
に、市が所管する防犯灯の維持管理や町内会が管理する防犯灯のLED化
を行う。
　また、地域住民の防犯意識の向上を図る鹿屋・垂水地区防犯協会の活
動を推進する。

安全安心課

10

　ガードレール、ロードミラー等の交通安全施設整備を行い、交通事故
防止を図るとともに、横断歩道や通学路において、事故発生の恐れのあ
る危険箇所をカラー化、クロスマークやドットライン等の法定外表示を
し、速度規制やドライバーへの注意喚起を行う。

道路建設課
安全安心課

11
　二次救急医療機関の救急体制を強化及び支援するために必要な経費を
補助し、大隅地域での安定的な救急医療体制の構築を目指す。

◎ 健康増進課 新規事業

12
　広域における、住民が安心して豊かな消費生活を営むことができるよ
う、被害の未然防止のための啓発を実施するとともに、相談体制の充実
を図る。

商工振興課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-39-



【基本目標４－基本施策（３）】自然環境にやさしいまちづくりの推進

1 ①地球温暖化への対応 環境対策推進事業

2 不法投棄防止対策事業

3 輝北ごみ処分場閉鎖事業

4 ごみ減量・リサイクル事業

5 資源物再商品化事業

6 畜産環境対策強化事業

7
畜産施設等整備事業
【再掲】

④畜産環境対策等の推進

一人当たりごみ排出量[年度]
843ｇ／日(17)
⇒750g／日(24)
※目標値の考え方
毎年13.2g/日の減

肝属川環境基準(BOD)[年度]
3.2mg/ℓ(17)
⇒3.0mg/ℓ以下(毎年度)
※目標値の考え方
環境省によるＢ類型河川基準値

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

②自然環境の保全

③ごみ減量・リサイクルの
推進

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-40-



【基本目標４－基本施策（３）】自然環境にやさしいまちづくりの推進

主要施策

1
　肝属川等水質保全のため監視活動を行う。また、策定した環境基本計
画を具体化し、環境対策に資する各種事業の実施や地球温暖化対策啓発
のため出前講座等を行う。

◎ 生活環境課

2
　市内全域で頻発する不法投棄やポイ捨ての未然防止のための意識啓発
と不法投棄させない環境づくりを推進するため、不法投棄防止パトロー
ルを行うとともに、不法投棄啓発用看板を設置し啓発を行う。

生活環境課

3

　厚生労働省令及び通達等の関係法令に準拠し、鹿屋市の「一般廃棄物
最終処分場」の安定度状況や周辺環境の把握及び県へ廃止手続きをする
ための環境モニタリング調査を実施し、ごみ処分場の維持管理と環境保
全に努める。令和3年度までは、維持管理のモニタリング調査を実施し、
結果が
良好な場合、令和4・5年度で、閉鎖に向けた調査を実施する。

輝北住民サービス課

4

　ごみの減量及びリサイクルを推進するため各種事業を行う。
　ごみ分別指導員による指導や生ごみ減量化対策として、生ごみ減量化
支援事業を実施し、３キリ運動や３０１０運動の拡充を行う。
　また、SDGｓへの取組の一つとして、ペットボトルキャップリサイク
ルを通してワクチンを届ける活動の推進を図る。

◎ 生活環境課

5
　資源物の再資源化を目的に、ワンウェイびん・不燃ごみ中間処理業務
委託と、ワンウェイびん・古繊維類・ペットボトル・使用済小型家電・
生ごみ処理業務委託を行う。

生活環境課

6

　平成24年度から設置している「鹿屋市畜産環境保全推進協議会」での
意見を参考にし、臭気対策資材の使用普及や環境パトロール等の施策を
実施しながら、畜産農家の意識高揚を図り、畜産に起因する環境問題の
解消に努めるとともに、2023年かごしま国体・かごしま大会の競技会
場周辺の臭気対策を含めた畜産環境対策に一層取り組む。

◎ 畜産課

7

　鹿屋市畜産環境センターの運用廃止に伴う、利用農家の個別処理へ向
けての取組として、家畜排せつ物処理施設整備に有利な本事業を活用
し、農家負担の軽減を図り整備を推進することにより、本地域の畜産の
振興と生活環境の改善を図る。

◎ 畜産課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標４】未来につながる住みよいまち-41-



 

-42-



【基本目標５】　ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち

【施　策　体　系】

子どもから高齢者、障害のある人、外国人など多様な地域住民が互いに支え合いながら、自分

らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して、安心して暮ら

し続けることができる地域共生社会の実現に向けた取組を進めます。

市民一人ひとりが、それぞれの体力や能力に応じて、いつでもスポーツや文化活動、国際交

流などに取り組むことができる環境づくりを進めます。

市民生活に笑顔があふれ、生涯にわたって生き生きと過ごせるよう、人権を尊重し、生きが

いを持って暮らせる社会づくりを目指します。

①包括的相談支援体制の構築

②成年後見制度の利用促進

③生活困窮者自立支援の充実

⑦認知症施策の充実

⑥在宅医療と介護の連携

⑤介護サービスの提供

④障がい者・障がい児福祉の充実

①介護予防の推進と高齢者の生きがいづくり

②健康寿命の延伸

③スポーツ環境づくりの推進

④競技スポーツの推進

⑤生涯スポーツの推進

５ ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち

（２）健康づくり・生きがいづくりの推進

（１）地域福祉の充実

①人権の尊重と男女共同参画の推進

②地域コミュニティの構築・充実

③地域支援体制の充実

（３）共生協働・コミュニティ活動の推進

⑥鹿屋体育大学と連携した地域活性化

⑦市民文化の振興

⑧生涯学習・社会教育の推進

⑨国際交流の推進

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-43-



【基本目標５－基本施策（１）】地域福祉の充実

1 母子家庭等自立支援事業

2 婦人保護事業

3 地域自殺対策強化事業

4 高齢者等訪問給食サービス事業

5 みんなで支え合う地域づくり推進事業

6 ②成年後見制度の利用促進 成年後見制度利用支援事業

7 生活困窮者自立支援事業

8 自立支援プログラム策定実施推進事業

9 障がい児通所支援利用者負担軽減事業

10 心身障がい者タクシー料金助成事業

11 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

12 軽度・中度難聴児に対する補聴器助成事業

13 障がい者就労サポート事業

14 ⑤介護サービスの提供 介護給付適正化事業

15 ⑥在宅医療と介護の連携 在宅医療・介護連携推進事業

16 ⑦認知症施策の充実 認知症総合支援事業費

④障がい者・障がい児福祉
の充実

高齢者の運動サロン等への参加人数[年度]
107人（17）
⇒3,000人（24）
※目標値の考え方
高齢者保健福祉計画に定めた目標値（2020に
高齢者の10％）
年間500人の増加

地域支え合い活動を行っている市民団体数[各
年度３月末現在]
179団体（17）
⇒250団体（24）
※目標値の考え方
年間約10団体の増加

③生活困窮者自立支援の充
実

①包括的相談支援体制の構
築

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-44-



【基本目標５－基本施策（１）】地域福祉の充実

主要施策

1
　母子家庭が自立支援のための資格を取得する場合等に給付金を支給
し、母子家庭の福祉の増進を図るとともに、母子自立支援員を配置し、
子育て、生活支援、経済的支援などの相談業務を行う。

子育て支援課

2

　売春防止法の規定による要保護女子について、必要な相談、調査、判
定、指導及び収容保護を行うため、婦人相談員を配置する。併せて、
「配偶者暴力相談支援センター」において、ＤＶやストーカー等から被
害者を守る対策を実施する。

子育て支援課

3
　誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すための、自殺
対策の情報提供・普及啓発、心の健康づくりに係る相談等の各種事業を
行う。

健康増進課

4
　食事を作ることが困難な独居高齢者等に、食生活の改善・安否確認を
行うため配食型の給食サービスを４給食センターを拠点として提供す
る。

高齢福祉課

5
　相談支援包括化推進員を配置し、複合的な相談に対応する多機関の協
働による包括的支援体制を構築することで、誰もが安心して暮らせる総
合的な支援を図る。

福祉政策課

6

　判断能力の不十分な高齢者に対し、その親族等が成年後見等開始審判
申立が期待できない場合に、その親族等に代わって審判の申立てを家庭
裁判所に行う。併せて、成年後見制度の利用普及のため、制度に対する
広報、啓発を行う。

高齢福祉課

7 　必要に応じた支援プランを作成し、生活困窮者の自立を支援する。 ◎ 福祉政策課

8
　職業相談の経験者、キャリアカウンセラー経験者等を雇用し、生活保
護者の就労意欲の喚起を促し、自立支援のサポートを行う。

福祉政策課

9
　経済的な理由により、障がい児の療育に必要な障がい児福祉サービス
の利用が抑制されることを防ぐため、サービス利用者家族の経済的負担
の軽減を図り、障がい児に対する適切な療育の機会を確保する。

福祉政策課

10
　在宅の重度身体障がい者で移動手段を所持していない者に対し、市内
でタクシーを利用した場合に、その利用料金の一部を助成し、障がい者
の日常生活及び社会活動の利便を図る。

福祉政策課

11

　小児慢性特定疾病医療受給者証保持者、小児慢性特定疾病に係る施策
以外の法の施策及び障がい者総合支援法の施策の対象とならない者、在
宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする
児童を対象とした、日常生活用具の給付を行う。

福祉政策課

12
　難聴児の福祉の増進を図るため、身体障がい者手帳の対象とならない
軽度・中度難聴児に補聴器の購入費助成を行う。

福祉政策課

13
　障がい者手帳等のシステム入力業務を障がい者就労移行支援事業所へ
委託することで障がい者の就労への意識や意欲を高め、一般就労による
自立に向けた取組をサポートする。

福祉政策課

14
　事業所指導やケアプラン点検、ケアマネジャー研修、自立支援・重度
化防止PFS事業などを通じて、介護サービスの適正化や重度化防止によ
る給付費増加抑制を図る。

高齢福祉課

15
　在宅医療・介護連携推進における地域包括支援センターへの業務委託
や、大隅地域退院支援ルール運用に係る調整等を実施する。

高齢福祉課

16
　認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、支えあ
いや早期支援の環境を創出する。

高齢福祉課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-45-



【基本目標５－基本施策（２）】健康づくり・生きがいづくりの推進

1 シルバー人材センター補助事業

2 はり・きゅう及び温泉保養助成事業

3 高齢者生き生き安心事業

4 生きがい見守り事業

5 健康診査・がん検診事業

6 特定健康診査事業

7 特定保健指導事業費

8 長寿健診事業

9 かのやヘルスアッププラン21推進事業

10 市民健康・スポーツ連携推進事業

11 鹿屋市スポーツ施設再配置事業

12 スポーツ施設設備整備事業

13 ④競技スポーツの推進 競技スポーツ推進事業

14 みんなで楽しむスポーツライフ推進事業

15 Ｂｌｕｅ　Ｗｉｎｄｓ事業

16 Ｂ＆Ｇ活動推進政策事業

事　業　名

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方

介護認定率[各年度３月末現在]
20.4％(17)
⇒18.5％(24)
※目標値の考え方
毎年約0.3％の減少

スポーツ実施率[市民意識調査]
39.9％(15)
⇒65.0％(24)
※目標値の考え方
毎年４％の増加

生涯学習講座等参加者数[年度]
2,445人(17)
⇒2,500人(24)
※目標値の考え方
毎年約10人の増加

高齢者の運動サロン等への参加人数（再掲）
[年度]
107人(17)
⇒3,000人(24)
※目標値の考え方
年間約500人の増加

具体的施策

①介護予防の推進と高齢者
の生きがいづくり

③スポーツ環境づくりの推
進

⑤生涯スポーツの推進

②健康寿命の延伸

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-46-



【基本目標５－基本施策（２）】健康づくり・生きがいづくりの推進

主要施策

1
　高齢者の生きがいの充実や社会参加の促進を図るとともに、年金の支
給開始年齢引上げ等の社会制度改革に円滑に対応するため、シルバー人
材センター事業に国と共に補助を行う。

高齢福祉課

2
　はり・きゅうの施術や温泉利用による保養を受けた方にその費用の一
部を助成することにより、高齢者等の健康保持と福祉の増進を図る。

高齢福祉課

3
　高齢者のみ世帯等に救急時情報を保管するキットを配付するなど、
キットの一層の普及・定着を図るため、職員が啓発活動を実施する。

高齢福祉課

4
　輝北地域における高齢者の安全確保を行うほか、健康づくりや生きが
いづくりを支援する。

輝北住民サービス課

5
　生活習慣病の予防や悪性新生物の早期発見・早期治療のため、各種検
査・がん検診を実施し、受診率の向上を図る。

◎ 健康増進課

6

　高齢者の医療の確保に関する法律により、国保被保険者の40歳から74
歳までを対象に特定健康診査を実施することが保険者に義務づけられた
ことから、特定健康診査事業を実施し、メタボリック症状の情報提供・
動機付け支援・積極的支援の階層化を行う。また、データヘルス計画に
基づいた重症化予防支援を行う。

◎ 健康保険課

7
　特定健康診査の結果で階層化された人に生活習慣を改善するための保
健指導を行い、生活習慣病等の有病者・予備群を減少させる。

健康保険課

8
　後期高齢者医療の被保険者を対象に長寿健康診査を実施し、医療費の
適正化を図る。

健康保険課

9
　健康づくりキャンペーンや健康づくり推進協議会など、鹿屋市健康づ
くり計画（かのやヘルスアッププラン21）に基づく各種事業を行う。

健康増進課

10
　気軽に運動を継続できる手法としてスマホアプリを活用した環境を構
築し、運動習慣の定着を図る。

◎ 健康増進課 新規事業

11
　鹿屋市再配置計画に基づき、専用化、高度化、老朽化対策を目的に施
設整備や備品整備を行う。

◎ 市民スポーツ課

12
　競技団体・指定管理者とのヒアリング及び現地点検の結果に基づき、
修繕計画・備品購入計画を毎年更新し、これに基づく施設の修繕及び整
備を年次的・計画的に推進し、的確な施設の維持・管理を実施する。

◎ 市民スポーツ課

13

　鹿屋体育大学や競技団体と連携し、競技人口の拡大、競技力の向上を
図るため、競技団体の育成、各種大会の開催及び開催の支援、選手の派
遣及び支援、顕彰等を行う。また、かごしま国体に向けて鹿屋体育大学
や競技団体と連携し、社会体育による競技力向上の体制づくりを整備
し、少年団の加入促進など底辺拡大、トップ選手の育成を行う。

市民スポーツ課

14
　市民がいつでもスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ環境を整
備するため、各種イベントの開催及び総合型地域スポーツクラブへの補
助を行う。

◎ 市民スポーツ課

15

　鹿屋市と鹿屋体育大学が連携し、地域貢献・地域経済活性化の取組を
推進するため、大学施設を活用したかのやエンジョイスポーツや、大学
スポーツを観戦するカレッジスポーツデイ及び鹿屋体育大学の選手が
ペースメーカーを務めるみんなのタイムトライアルを行う。また、Blue
Windsを使用した商品の企画、情報発信を行い、地域密着スポーツブラ
ンドの認知度向上を図る。

◎ 市民スポーツ課

16
　海洋スポーツの実践活動を通じて、海事思想の普及、豊かな人間形
成、体力向上を図るとともに、海洋国日本の発展に資するため、Ｂ＆Ｇ
協議会の方針に基づく事業を実施する。

市民スポーツ課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-47-



【基本目標５－基本施策（２）】健康づくり・生きがいづくりの推進

17 Ｂｌｕｅ　Ｗｉｎｄｓ事業【再掲】

18 地域介護予防活動支援事業

19 文化のまち鹿屋魅力アップ事業

20 地域文化推進事業

21 読書活動推進事業

22 ふるさとの文化でつなぐまちづくり事業

23 生涯学習推進事業

24 公民館等各種講座経費

25 ⑨国際交流の推進 多文化共生推進事業

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

介護認定率[各年度３月末現在]
20.4％(17)
⇒18.5％(24)
※目標値の考え方
毎年約0.3％の減少

スポーツ実施率[市民意識調査]
39.9％(15)
⇒65.0％(24)
※目標値の考え方
毎年４％の増加

生涯学習講座等参加者数[年度]
2,445人(17)
⇒2,500人(24)
※目標値の考え方
毎年約10人の増加

高齢者の運動サロン等への参加人数（再掲）
[年度]
107人(17)
⇒3,000人(24)
※目標値の考え方
年間約500人の増加

⑥鹿屋体育大学と連携した
地域活性化

⑦市民文化の振興

⑧生涯学習・社会教育の推
進

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-48-



【基本目標５－基本施策（２）】健康づくり・生きがいづくりの推進

主要施策

17

　鹿屋市と鹿屋体育大学が連携し、地域貢献・地域経済活性化の取組を
推進するため、大学施設を活用したかのやエンジョイスポーツや、大学
スポーツを観戦するカレッジスポーツデイ及び鹿屋体育大学の選手が
ペースメーカーを務めるみんなのタイムトライアルを行う。また、Blue
Windsを使用した商品の企画、情報発信を行い、地域密着スポーツブラ
ンドの認知度向上を図る。

◎ 市民スポーツ課

18
　鹿屋体育大学等と連携して、地域における住民主体の介護予防活動等
の育成、支援を行う。

高齢福祉課

19
　市民が文化活動で活躍できる場や文化に気軽に触れることのできる場
を提供し、文化のまち鹿屋の魅力アップにつなげる。

生涯学習課

20
　地域文化の発表・育成・鑑賞を行うことにより、市民文化芸術の資質
向上を図る。

生涯学習課

21
　読書活動の普及促進と子どもを中心とした読書活動の推進を行うこと
により、図書館での生涯学習社会の創造を図り、豊かな心の教育の推進
と次代の地域を担う人づくりを目指す。

生涯学習課

22
　地域の文化財を保存・活用することにより、ふるさとに誇りと愛着の
持てる人づくりや、地域に残る郷土芸能や伝統行事を継承することによ
るまちづくり、近隣自治体と連携した地域振興を目指す。

生涯学習課

23
　市民の生涯にわたる学習活動の支援と啓発を目的に、市民講座・出前
講座の周知広報を行う。また、中学校区を基本とする13地区に生涯学習
推進協議会等を設置し、地域を支える人材の育成を図る。

生涯学習課

24

　青少年から高齢者まですべての市民を対象に、ライフステージに応じ
た生涯学習機会の提供に努め、市民の学習意欲の向上・継続と社会生活
を営む上での知識・技能の向上を目指すとともに、学習活動を通して地
域づくりに資する人材の育成を推進する。

生涯学習課

25
　外国や外国人との交流を通して、国際性豊かな人材育成を図るととも
に、地域住民と外国人が、互いの文化を尊重し合える地域社会を目指す
ため、誰もが住みやすい環境づくりを行う。

地域活力推進課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-49-



【基本目標５－基本施策（３）】共生協働・コミュニティ活動の推進

1 人権運動啓発費

2 人権教育啓発活動促進事業

3 ハンセン病関係経費

4 男女共同参画推進事業

5 保護司会・更生保護女性会補助事業

6 「稼ぐ力」応援事業

7 地域コミュニティ推進事業

8 町内会経費

9 地域づくり推進事業

10 串良地域まちづくり推進事業

11
住みよい・住みたいまち美里吾平づくり推進事
業

12 あいら川プロムナード整備事業

13 敬老会事業（吾平地区）

14
星がきらめき人が輝く「ときめきハイランド」
事業

15 やすらぎの里づくり支援事業

①人権の尊重と男女共同参
画の推進

社会全体において男女が「平等である」と感じ
る人の割合[市民意識調査]
14.9％(17)
⇒20.0％(22)
※目標値の考え方
年間約0.7％の増加

町内会加入率[毎年4月1日現在]
72.2％(18)
⇒73.0％(24)
※目標値の考え方
年間約10世帯の加入

地域支え合い活動を行っている市民団体数（再
掲）[各年度３月末現在]
179団体(17)
⇒250団体(24)
※目標値の考え方
年間約10団体の増

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

②地域コミュニティの構
築・充実

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-50-



【基本目標５－基本施策（３）】共生協働・コミュニティ活動の推進

主要施策

1
　人権擁護委員の活動を支援するとともに、人権啓発活動の充実を図る
ための、人権擁護委員協議会へ補助をする。

市民課

2
　人権に関する学習機会を提供するとともに、人権問題講演会・人権標
語ポスターコンテストを実施し、人権意識の向上を図る。

生涯学習課

3
　ハンセン病問題についての正しい知識の普及啓発や、ハンセン病に係
る様々な偏見・差別の解消を図るための講演会及びパネル展等を開催す
る。

健康増進課

4

　男女共同参画推進条例及び第２次鹿屋市男女共同参画基本計画に基づ
き、男女がお互いの人権を尊重しつつ、共に責任を分かち合い、性別に
関係なくその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けた
施策を、総合的かつ計画的に推進する。

◎ 市民課

5
　犯罪や非行をした人の更生支援や就労支援などを行うとともに、犯罪
発生の軽減を図るために犯罪予防の啓発活動を行う。

市民課

6
　鹿屋商工会議所及びかのや市商工会会員、町内会、ふるさと納税事業
者等や市職員に対し、クラウドファンディング、YouTube活用のセミ
ナーを開催。個々の「稼ぐ力」をサポートする。

◎ 政策推進課 新規事業

7
　地域（住民）が主体的に地域の課題解決・活性化を推進するための組
織である「地域運営組織」、「地域コミュニティ協議会」の設立を支援
する。

地域活力推進課

8
　地域自治の重要な柱である町内会組織の充実強化や育成を推進するこ
とにより、地域の活性化を図る。

地域活力推進課

9

　講演会やワークショップ等の実施を通じて「住民主体による地域づく
り」の意識醸成を図りながら、市民活動団体やNPO等への支援を実施
し、さらに町内会等との一体的な取組を構築するなどにより、人口減
少、高齢化に対応した先進的な地域コミュニティの形成を促す。

◎ 地域活力推進課

10

　共生・協働の理念に基づき、住民が主体的に地域振興や地域課題の解
決を目指すため、「地域コミュニティ協議会」を設置し、その活動を支
援する。また、串良地域で活発に活動する地域活性化団体を支援し、各
コミュニティ協議会と連携することで、より効果的な地域活性化を目指
す。

串良住民サービス課

11
　美里吾平コミュニティ協議会が、地域の課題に対応していくために専
門部会を中心とした活動を行うとともに、地域と行政が一体となって
「住みよい、住みたいまち　美里吾平」づくりに向けて取り組む。

吾平住民サービス課

12

　川まちづくり事業による姶良川の堤防敷の改修、整備に合わせ、あい
らの散歩道を外灯と提灯で彩ることで、隣接している「湯遊ランドあい
ら」と相乗的に観光、健康づくりによる魅力アップと交流人口の増加を
図る。
　また、その事業資金をガバメントクラウドファンディングで調達し、
地域団体等と共同で事業を実施することで、市民の姶良川の親水意識と
自主的な環境美化意識の醸成を図る。

◎ 吾平住民サービス課

13
　吾平町内に住む高齢者の方々の長寿を祝福し、その貴重な知恵と経験
を美里吾平のまちづくりへ生かすことを目的に、歴史ある吾平町敬老会
を継承し開催する。

吾平住民サービス課

14

　輝北地域の活性化やまちづくりについて話し合い、地域住民が主体と
なった取組を推進するとともに、地域住民同士の交流や地域外の方々と
の交流を通して地域の活性化を図る。
　また、地域の課題やまちづくりを語る場として輝北未来会議を中心と
した協議を継続的に行う。

輝北住民サービス課

15
　輝北地域の中心部に位置する「輝北ふれあいセンター」を複合施設と
して、「交通・買い物弱者への移送」、「地域間・世代間交流」、「健
康と生きがいづくり」等の取組を実施し、地域活性化を図る。

輝北住民サービス課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-51-



【基本目標５－基本施策（３）】共生協働・コミュニティ活動の推進

16 生活支援体制整備事業

17 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業

18 高齢者等訪問給食サービス事業【再掲】

19 みんなで支え合う地域づくり推進事業【再掲】

社会全体において男女が「平等である」と感じ
る人の割合[市民意識調査]
14.9％(17)⇒20.0％(22)
※目標値の考え方 年間約0.7％の増加

町内会加入率[毎年4月1日現在]
72.2％(18)⇒73.0％(24)
※目標値の考え方 年間約10世帯の加入

地域支え合い活動を行っている市民団体数（再
掲）[各年度３月末現在]
179団体(17)⇒250団体(24)
※目標値の考え方 年間約10団体の増

③地域支援体制の充実

　－基本施策と個別事業との体系図－

No
基本計画におけるＫＰＩ

※目標値の考え方
具体的施策 事　業　名

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-52-



【基本目標５－基本施策（３）】共生協働・コミュニティ活動の推進

主要施策

16
　多様な地域資源を発掘、開発して高齢者を支えるとともに、高齢者の
社会参加を促すため、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進
員）の配置、協議体の設置等を行う。

高齢福祉課

17
　地域包括ケアの推進に必要な地域の支え合い環境を醸成するため、高
齢者グループが行うボランティア活動に、現金に交換可能なポイントを
付与する。

高齢福祉課

18
　食事を作ることが困難な独居高齢者等に、食生活の改善・安否確認を
行うため配食型の給食サービスを４給食センターを拠点として提供す
る。

高齢福祉課

19

　ドライブサロン事業の新規立上げを進め、買い物弱者等の支援を行う
等の地域力強化推進事業や、相談支援包括化推進員を配置し、複合的な
相談に対応する多機関の協働による包括的支援体制構築事業を実施す
る。

福祉政策課

　－事業内容等－　◎は、令和３年度の主要施策

№ 事業内容
令和３年度

所管課 備　考

【基本目標５】ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち-53-


