
（平成１８年度～平成２０年度）

鹿 児 島 市

実 施 計 画 の 主 な 事 業



○計画期間中の事業費

区 分 事 業 費

第１編 安心して健やかに暮らせるまち ８８７億３０百万円

第２編 豊かな心と個性を育むまち ２４６億６０百万円

第３編 人と自然にやさしい快適なまち ７７６億１２百万円

第４編 機能的で多彩な交流が拡がるまち ５５７億５３百万円

第５編 にぎわいと活力あふれるまち １１４億４４百万円

第６編 基本構想の推進にあたって １９億２０百万円

合 計 ２，６０１億１９百万円

－１－



第１編 安心して健やかに暮らせるまち〔安心健康都市〕
８８７億３０百万円

第１章 市民生活の安心感を高める

○防災情報システムの活用

（拡充）○防災マップ・防災ハンドブックの作成・配布

（新規）○土砂災害警戒区域等のマップ作成・配布

（拡充）○宅地造成工事規制区域の検討

（拡充）○特殊地下壕対策の推進

（新規）○防災行政無線の更新

○消防庁舎・分団舎の整備

（新規）谷山北分遣隊庁舎・郡山中央分団舎の移転整備など

○消防緊急通信指令システムの整備

（新規）「安心ネットワーク１１９」の構築

○救急拠点の整備

（新規）上町分遣隊

（拡充）○高規格救急車の増車

○二級河川の改修促進

甲突川，新川，稲荷川ほか

○公共下水道（雨水渠）の整備

陣之平川，向原川９号ほか

（拡充）○低地区の浸水対策の推進

台風被災地区への取り組みなど

（拡充）○雨水貯留施設の整備

（拡充）○港湾の改修

（新規）○高齢者安心安全の集いの開催

○地域防犯パトロール隊の結成促進・活動助成

（新規）○地域における防犯・防災活動等のリーダー育成

－２－



第２章 ともに支えあい，心に届く福祉をすすめる

（拡充）○地域福祉計画の策定・推進

（新規）○地域福祉ネットワークの構築

○地域福祉館の整備

（新規）城西福祉館の建替

（拡充）○福祉マップの作成支援

（新規）○障害者自立支援法にかかる取り組み

○精神保健福祉交流センターの活用

○児童虐待対策事業の推進

○育児支援家庭訪問事業の実施

（拡充）○児童家庭相談体制の充実

（新規）○児童医療電算システムの整備

第３章 健やかで明るい高齢社会を築く

○老人福祉施設等整備に対する助成

（拡充）○高齢者福祉バスの運行

（拡充）○高齢者福祉センターの建設

吉野地域，伊敷地域

（拡充）○洋上セミナーの充実

○地域ふれあい交流助成事業の実施

○元気高齢者活動支援事業の実施

○高齢者保健福祉・介護保険事業計画の策定・推進

（新規）○新予防給付，地域支援事業，地域包括支援センター，地域密着型サービス

の創設・推進

－３－



第４章 安心して子育てができる環境を整える

○すこやか子ども元気プランの推進

（新規）○親子つどいの広場の設置

（拡充）○地域子育て支援センター事業の拡充

○特定不妊治療費の助成

○錦江湾わくわく親子クルージング事業の実施

（拡充）○待機児童解消のための保育所施設整備等への助成

○市立保育所の整備

（新規）本名保育所 ， 宮之浦保育所の統合・新設

○私立保育所への運営助成

（拡充）○休日保育，延長保育等の特別保育の拡充

（拡充）○乳幼児健康支援一時預かり事業の拡充

（拡充）○放課後児童健全育成事業（児童クラブ）の拡充

第５章 市民の健康・体力づくりを支援する

（新規）○さくらじま白浜温泉センターの施設整備

（新規）○マリンピア喜入の施設整備

（新規）○スパランド裸・楽・良の施設整備

○かごしま市民健康５５プランの推進

（拡充）○生活習慣病検診（すこやか検診）事業の拡充

○高齢者らくらく元気力向上支援事業の推進

（拡充）○こころの健康相談体制の充実

（拡充）○新生児・妊産婦訪問指導の充実

○保健センターの建設

吉野地域

－４－



○鴨池公園水泳プールの移築

（新規）○生見海水浴場の整備検討

（新規）○東開庭球場の整備

（拡充）○地域スポーツクラブの育成

○市民生き生きスポ・レクフェスタの開催

（拡充）○自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置推進

○市立病院整備についての検討

－５－



第２編 豊かな心と個性を育むまち〔個性創造都市〕
２４６億６０百万円

第１章 心豊かでたくましい子どもたちを育む

○不登校児童生徒への支援

○明るく楽しい学校づくりサポートチームの設置

（拡充）○特別教室等へのコンピュータの整備

○小学校における英会話活動の推進

○ふるさと先生の招へい

○吉田小校舎等の移転新築

○校舎の増築

清和小，西紫原小ほか

○屋内運動場の増改築

桜洲小，草牟田小ほか

○校舎の大規模改造

川上小，大明丘小，犬迫小，西伊敷小ほか

（拡充）○門扉及びフェンスの整備

旧５町域の小中学校

（拡充）○心の教室の整備

旧５町域の中学校

○学校施設の緑化

（新規）校庭の芝生化

（拡充）○中高一貫教育校の整備

（拡充）○奨学資金事業の推進（基金積立）

（新規）○特別支援連携協議会の設置

○特別支援教育指導員の配置

－６－



第２章 個性と創造性豊かな人をつくる

（新規）○谷山北公民館（仮称）の整備

（新規）○喜入公民館の整備

（拡充）○校区公民館の整備

松元地域，郡山地域，桜島地域

（拡充）○生涯学習プラザの設備の充実

（拡充）○子ども読書活動の推進

○わがまち自慢づくり活動への助成

第３章 地域に根ざした市民文化を創る

（拡充）○ふるさと芸能祭の充実

○市民公募展の開催

（拡充）○科学館プラネタリウムの更新

（新規）○旧鹿児島紡績所技師館（異人館）の整備

（新規）○ふるさと文化財発見事業の実施

○文化財の保護・管理

第４章 心ふれあい支えあう市民社会を形成する

（新規）○人権教育・啓発に関する基本計画の策定・推進

（拡充）○女性に対する暴力対策の充実

○男女共同参画計画の中間見直し

○新しいかごしま市を考える女性会議の開催

（新規）○わがまちづくり支援事業の実施

○地域まつりへの支援

－７－



第３編 人と自然にやさしい快適なまち〔快適環境都市〕
７７６億１２百万円

第１章 循環型社会の仕組みを整える

（新規）○大気汚染常時監視システムの更新

（拡充）○公害情報システムの機能充実

（拡充）○水環境計画の推進

（新規）○地球温暖化対策地域推進計画の策定・推進

○事業所への環境管理の導入促進

○住宅用太陽光発電システムの普及促進

○環境未来館（仮称）の整備

（新規）○環境学習プログラムの策定

（拡充）○学校版環境ＩＳＯ取得の推進

（拡充）○低公害車の導入

（拡充）○ごみの発生抑制・再利用・資源化の啓発

○新北部清掃工場・粗大ごみ処理施設の建設

（新規）○新北部清掃工場グリーンベルトの整備

（新規）○新北部清掃工場還元施設の建設

（新規）○新北部清掃工場のＩＳＯ１４００１認証取得

第２章 潤いのある空間を創出する

（拡充）○都市公園の整備

谷山第二中央公園の建設ほか

（新規）○都市公園への健康遊具の設置

○都市公園のリフレッシュ

（新規）○平川動物公園のリニューアル

－８－



○街路の緑化

（新規）市電軌道敷の緑化

（新規）○公共施設の屋上緑化

（新規）○民間施設の屋上緑化の促進

（拡充）○ブルースカイ計画（電線類の地中化）の推進

ナポリ通線，パース通線ほか

（新規）○景観に関する条例の制定

（新規）○景観計画の策定

第３章 住みよい暮らしを支える

（拡充）○市営住宅の建設・建替

真砂本町，辻ケ丘，三和，大原，ラメール中名，直木，

ガーデンヒルズ松陽台ほか

○既存集落活性化住宅の建設

○既存集落における市営住宅建設の可能性検討

（拡充）○住居表示の実施

原良第二地区，坂之上地区

○道路の新設・改良

（拡充）○市道のバリアフリー化の推進

（新規）○水源地の施設整備計画の策定

（新規）○旧５町域における水道施設の計画的な整備

（拡充）○公共下水道処理施設の増強

（新規）○衛生処理施設等の整備

（新規）○牟礼岡団地地域下水道の整備

（拡充）○美しいまちづくりの推進

路上禁煙地区の指定，まち美化推進団体の認定など

（拡充）○市営墓地施設の改良及び環境整備

－９－



第４編 機能的で多彩な交流が拡がるまち〔交流拠点都市〕
５５７億５３百万円

第１章 バリアフリー化を進め，拠点性を高める

○かごしま都市マスタープラン・都市計画区域等の見直し

○既存集落の住宅立地の促進

（新規）○都市づくりに関する条例の制定

○鹿児島中央駅地区の整備

駅周辺地区の再開発の促進

中央町２２番街区・２３番街区の市街地再開発事業の促進

○鹿児島駅周辺地区の整備

都市拠点総合整備事業の推進

連続立体交差事業の促進

（拡充）○谷山駅周辺地区リニューアル整備事業の推進

（拡充）○谷山地区鉄道高架化事業の推進

○土地区画整理事業の推進

原良第二地区，原良第三地区，宇宿中間地区，吉野地区，谷山第二地区，

郡山中央地区 ， 吉野第二地区（仮称），谷山第三地区（仮称）

（拡充）○グリーン・ツーリズムの促進

みどり豊かな農山村ふれあい推進基本計画にもとづく交流促進

（新規）○観光農業公園の整備

（拡充）○農業体験学習の推進など消費者等との交流促進

（拡充）○市民農園の整備

○農業まつり・地域農業まつりの開催

○マリンポートかごしまの整備促進

（新規）○かごしま水族館１０周年記念事業の実施

記念イベントの開催 ， 設備の改修など

－１０－



第２章 総合交通ネットワークを構築する

○高規格幹線道路等の整備促進

南九州西回り自動車道，東九州自動車道，南薩縦貫道ほか

○広域幹線道路網の整備促進

国道１０号鹿児島北バイパス，国道２２６号平川道路 ， 鹿児島市と鹿児

島空港を結ぶ外環状道路ほか

（新規）○市内公共交通に関する調査検討

（拡充）○ＪＲ広木駅（仮称）の設置促進

○鹿児島東西幹線道路・鹿児島南北幹線道路の整備促進

（拡充）○街路事業の推進

高麗通線，冷水通線，宇宿広木線，武武岡線，鴨池田上線（仮称）ほか

（拡充）○自転車等駐車対策の充実

○交通需要マネジメント施策の推進

（新規）○ＬＲＴシステムの整備

超低床電車（連接車）の導入 ， 軌道の改良 ， 市電停留場上屋の設置など

○低公害・超低床バスの導入

○交通局施設のリニューアルに向けた取り組み

（新規）○桜島フェリーにおけるＩＣカードシステムの導入

（拡充）○船内案内機能の充実

○桜島港フェリー施設の改修

第３章 グローバルな人・情報のネットワークを拡げる

○地域情報化計画の策定・推進

（新規）次期地域情報化計画の策定など

（新規）○地域情報に関する総合ポータルサイトの構築

○鹿児島ＣＧコンテストの開催

○ＩＴ体験コーナーの利用促進

－１１－



○情報セキュリティ対策への取り組み

○民間レベルによる国際交流の促進

国際交流市民の会活動の促進

（拡充）国際交流活動への助成

（新規）○アジア青少年芸術祭の開催

（新規）○日豪交流記念事業への参加

○姉妹・友好都市との交流推進

友好・親善訪問団等の派遣・受入れ

－１２－



第５編 にぎわいと活力あふれるまち〔産業活力都市〕
１１４億４４百万円

第１章 中心市街地のにぎわいを高める

○中心市街地活性化対策の推進

ＴＭＯ構想の推進など

（新規）○商店街のテナントミックスに対する支援

第２章 新しい観光・コンベンションを創出する

（新規）○観光未来戦略にもとづく事業の推進

（拡充）○観光施設等のライトアップ

（新規）○加治屋町周辺における歴史ロードの整備

（新規）○磯・多賀山地区の歩行空間ネットワーク化に向けた検討

（新規）○桜島の一体的な観光振興策の検討・推進

（新規）○赤水溶岩採石場跡地の活用

○かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会の開催

○桜島フェリー納涼船の運航

○おはら祭 ， 火の島祭り ， 鹿児島カップ火山めぐりヨットレースの開催

○スポーツキャンプの誘致

○フィルムコミッション事業の推進

○観光案内施設等の整備

○観光宣伝隊の派遣

○中国 ， 韓国などアジアからの観光客誘致の促進

○各種大会会議等開催に対する助成

－１３－



第３章 地域産業の創造性を高める

○かごしまＩＴビジネスフェアの開催

○商店街一店逸品運動の推進

○商店街のソフト対策に対する支援

ＣＩ戦略推進，人と環境にやさしい商店街づくり，情報化推進 ，

商店街等交流活性化 ， 先進地視察等への支援

（新規）○商店街のイルミネーション設置に対する助成

○特産品コンクールの開催

（新規）○伝統的工芸品のアレンジデザイン創出の促進

○ニュービジネス創出支援

○ＳＯＨＯ事業者の育成支援

○県外からの企業誘致の推進

（拡充）○県外における物産観光展の充実

（拡充）○青果市場・魚類市場施設の整備

○高年齢者の就業機会の拡大に向けた取り組み

（新規）シルバー世代のホワイトカラー職種の就業機会の拡大

○若年者の就職支援

第４章 地域特性を生かした農林水産業を振興する

○新規就農者の支援

○農業担い手育成対策の推進

○遊休農地解消等対策の推進

（拡充）○土地改良事業の推進

ほ場 ， 農道 ， 水路等農業用施設の整備など

○都市農業センターにおける生産技術等の実証・普及

－１４－



○都市型農業の推進

ビニールハウス等施設の拡充など

○地域特産物の生産振興

○優良家畜の導入

○減農薬栽培の推進

○被覆施設等の整備

硬質プラスチックハウス・畑地かんがい施設等の整備

牛舎・飼料生産調整機械等の整備

○森林資源の造成

○林道 ， 作業道の整備

（拡充）○漁港の整備

赤水港 ， 生見港

○マダイ，ヒラメの放流
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第６編 基本構想の推進にあたって
１９億２０百万円

第１章 市民に開かれた分権型社会をつくる

○市政情報配信システムの活用

○「市長とふれあいトーク」の開催

○市民参画を推進する条例にもとづくパブリックコメント手続等の実施

○かごしままちづくり会議・地域まちづくり会議の開催

（新規）○地域のまちづくりに関するワークショップの創設

（拡充）○市民活動促進講座等の実施

（新規）○ボランティアやＮＰＯ等との協働推進事業の実施

○国・県からの行政権限の移譲の促進

第２章 将来を見据えた行財政運営を推進する

（新規）○コールセンターの開設

（新規）○第三者機関による行政評価の導入

○庁舎等の整備

（新規）○本庁舎機能の検討

（新規）○統合型地理情報システムの構築

（新規）○電算システムの最適化を図るための共通基盤の構築に向けた検討

○住民基本台帳カード複合利用システムの運用

（拡充）○職員研修の充実

職場研修 ， 窓口サービスセンスアップ研修

○指定管理者制度やＰＦＩ制度の活用
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