
第 10 回「錦江湾奥会議」の開催について

報道機関　各位

垂水市記者発表（平成 28年 5月 2日付）

標記の件につきまして、下記のとおり実施いたします。報道各社の皆様を通じて、多くの方に本活動

を周知したいと考えております。取材方よろしくお願いいたします。

（送付資料：８枚）　※本市WEB	サイトにおいても情報を掲載しております。

■日　時　平成 28年５月９日（月）　午後３時 15分から午後５時まで

■場　所　大野体育館（垂水市　大野地区公民館　別館　敷地内）

■行　程　① 13：20 ～ 14：20　行政視察　バイオマス発電内見学

　　　　　　　　　　　　　　　（株式会社ジャパンファーム　垂水工場）

　　　　　② 14：30 ～ 15：10　行政視察　大野地区公民館過疎地域集落事業見学

　　　　　　　　　　　　　　　（大野地区公民館　別館）

　　　　　③ 15：15 ～ 17：10　第 10 回　錦江湾奥会議

■内　容　①国立公園の再編への対応について（国立公園・広報専門部会・環境専門部会）

　　　　　②次世代へ引き継ぐ豊かな海、河川、干潟などの自然環境の

　　　　　　保全・活用について（環境専門部会）

　　　　　③桜島大噴火の際の降灰、土石流、津波、地震等への防災対策及び災害時相互協

　　　　　　力体制の確立について（防災専門部会）

　　　　　④錦江湾奥会議協議テーマについて

■出席者　①鹿児島市長　森博幸

　　　　　②垂水市長　　尾脇雅弥

　　　　　③霧島市長　　前田終止

　　　　　④姶良市長　　笹山義弘

　　　　　⑤その他、構成市の観光、広報、環境、防災、企画関係課職員

◎問い合わせ先

　垂水市役所　企画政策課　地域振興係　担当　山下　☎ 0994-32-1111（内線 246）

◎情報発信元

　垂水市役所　企画政策課　秘書広報係　担当　峯元　☎ 0994-32-1111（内線 271）



報道機関（資料提供） 
 垂  水  市                                     平成 28 年 月  日 

発 表 事 項 第 10回「錦江湾奥会議」の開催について 

日   時  平成 28年５月９日（月） 午後３時 15分～午後５時 00分 

場   所 大野体育館（垂水市 大野地区公民館 別館 敷地内） 

担 当 課 

企画政策課地域振興係 担当：山下 明文 

ＴＥＬ （直通）０９９４‐３２－１１１１（内線）２４６ 

ＦＡＸ     ０９９４－３２－６６２５ 

内   容 

薩摩半島と大隅半島に囲まれ、日本百景にも選定されている錦江湾の

湾奥部に位置する自治体が、それぞれの行政区域を越えて連携し、環境、

水産、観光、交通（道路）、防災、教育等に係る様々な施策・事業につい

て、お互いに知恵を出し合い、協働することにより、地域活性化を図る

ことを目的とし、平成 23 年８月 22 日に「錦江湾奥会議」が設立されま

した。 

錦江湾奥会議の構成市は、錦江湾奥に位置する４市（鹿児島市、垂水

市、霧島市、姶良市）であり、会議は「湾奥」をキーワードに４市の市

長が毎回様々な分野から特定のテーマをピックアップし、それについて

フリートークで議論を行い課題解決等を図ろうとするものです。 

つきましては、第 10回目の会議を上記により開催いたしますので、取

材方よろしくお願いいたします。 

【出席者】（予定） 

 ・鹿児島市長 森博幸 

 ・垂水市長 尾脇雅弥 

 ・霧島市長 前田終止 

 ・姶良市長 笹山義弘 

  その他、構成市の観光、広報、環境、防災、企画関係課職員 

資   料 
・第 10回「錦江湾奥会議」日程 

・錦江湾奥会議 会場配置図 

備   考 
会議終了後、午後５時から 10分程度、報道機関の皆様からのご質問等

がございましたら対応させていただきます。 

 



日時:

場所:

株式会社ジャパンファーム　垂水工場 13:20

↓ （垂水市市木5092番地　☎0994-32-7261）

バイオマス発電　工場内見学　 13:20～14:20

↓

↓

大野地区公民館　別館　 14:30～15:10

「大野地区公民館」過疎地域集落事業の取組について

　①芋貯蔵庫・つらさげ芋干場兼トラクター収納庫見学

　②ニジマス養殖場　釣り体験

↓ 大野ＥＳＤ自然学校（垂水市田神3754番地　☎0995-32-0156）　

大野体育館（会議会場）：大野地区公民館　別館　敷地内 15:15

１　開会 15:15

２　会長あいさつ

３　開催市長あいさつ

４　報告及び協議

(1)　平成27年度事業報告及び決算について

(2)　平成28年度予算案について

(3)　各専門部会からの報告及び今後の取組について

① 「国立公園の再編への対応」について

【観光専門部会・広報専門部会・環境専門部会】

② 「次世代へ引き継ぐ豊かな海、河川、干潟など自然環境の保全・

利活用」について【環境専門部会】

③ 「桜島大噴火の際の降灰、土石流、津波、地震等への防災対策及び

災害時相互協力体制の確立」について【防災専門部会】

(4)　錦江湾奥会議協議テーマについて

(5)　次回の開催地について

(6)　その他

５　閉会

※報道機関取材 17:00～17:10

【 移 動 】

【 視 察 】

【 移 動 】

第10回「錦江湾奥会議」

第10回「錦江湾奥会議」日程

平成28年５月９日（月）15:15～17:00

大野体育館

現地視察

【 集 合 】

【 視 察 】



第１０回錦江湾奥会議 会場配置図 

   ≪行政視察会場≫ 

①㈱ジャパンファーム 垂水工場 バイオマス発電所    

住所：垂水市市木５０９２番地        電話：０９９４－３２－７２６１ 

    

②大野地区公民館 別館      

芋貯蔵庫・つらさげ芋干場兼トラクター収納庫・ニジマス養殖場    

住所：垂水市田神３７５４番地         電話：０９９４－３２－０１５６  

   ≪錦江湾奥会議会場≫    

③大野体育館 （大野地区公民館 別館 敷地内）                

  （全体図） 

   

 

 

 

 

 

行政視察会場 

㈱ジャパンファーム 

垂水工場 バイオマス発

電所 

 

 

 

≪意見交換会会場≫ 

④道の駅たるみず 

 ゆったり館 

≪行政視察会場≫ 

①バイオマス発電所 

②大野地区公民館 別館 

芋貯蔵庫・つらさげ芋 

干場兼トラクター収納   

庫・ニジマス養殖場 

≪錦江湾奥会議会場≫ 

③大野体育館 

国道 220 号線を鹿屋市

方面に向けて進行。市役

所前交差点、南日本銀行

垂水支店前を、左折し県

道 71 号線を高峠方面へ

北上してください。 

 

霧島市・姶良

市方面より 

鹿児島市方面より 



≪行政視察会場≫ 

① ㈱ジャパンファーム 垂水工場 バイオマス発電所 

   
    

    

   ※１ バイオマス発電所入口①        ※１ バイオマス発電所入口② 

    

   ※２ バイオマス発電所（駐車場入口）    ※２ バイオマス発電所（駐車場入口） 

    （行政視察会場①） 

≪行政視察会場≫ 

㈱ジャパンファーム 

垂水工場 バイオマス発電所 

 

※１ 

※２

２ 

入

口 

入口 

 

 

左折 

宮下商店 

左 

折 



   ≪行政視察会場・錦江湾奥会議会場≫ 

②③大野地区公民館 別館・大野体育館 

（１）順路１ 

    
   

     

    ※１ 県道 71号線 出口付近         ※１ 大野地区公公民館 別館入口  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪行政視察会場≫ 

①㈱ジャパンファーム 

垂水工場 バイオマス発電所 

  

※１ 

 
 



 （２）順路２ 

 

  

    

 ※１ 大野地区公民館 別館へ進行        ※１ 大野地区公民館 別館へ進行 

 

    

 ※２ 大野地区公民館 別館付近        ※２ 大野地区公民館 別館（駐車場入口） 

≪行政視察会場≫ 

②大野地区公民館・別館 

 芋貯蔵庫・つらさげ芋干 

場兼トラクター収納庫・ 

ニジマス養殖場 

≪錦江湾奥会議会場≫ 

③大野体育館 

  

 

 

※１ 

※２ 

  

入口 

 

 

  

  



   （3） 大野地区公民館 別館・大野体育館周辺部 

   

    

      

    ※１大野地区公民館 別館（駐車場入口）  ※１大野地区公民館 別館 運動場（駐車場） 

 

     

※１大野地区公民館 別館 ニジマス養殖場  ※１大野体育館 

  （行政視察会場②）             （錦江湾奥会議会場） 

≪行政視察会場≫ 

②大野地区公民館・別館 

 芋貯蔵庫・つらさげ芋干 

場兼トラクター収納庫 

・ニジマス養殖場 

≪錦江湾奥会議会場≫ 

③大野体育館 

 

※ １

１ １

４ 

駐車場 

車場 


