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第 504 回海士町議会（3 月）定例議会にあたり、諸議案の説明

に先立ちまして、新年度へ臨む私の町政運営に対する基本的

な考え方を申し上げ、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

 

〔 近の経済情勢等〕 

さて、日本経済の動向を見ますと、アベノミクスの効果などによ

り、引き続き緩やかな回復基調にあります。 

しかし、地方では、全体としてはまだまだ景気回復が実感でき

る状況にはありません。 

また、4 月からの消費税増税が景気に与える影響が懸念され、

国では、約 5 兆円の経済対策を講ずることとしております。 

こうした国・県の経済対策や経済動向などを踏まえて、本町の

予算についても後年度の財政負担にも配慮しながら、国の経済

対策を積極的に活用した結果、平成 26 年度一般会計の当初予

算額 58 億 8 千 1 百万円余（対前年度比 15.61％増）となったとこ

ろであります。 

 

〔予算編成にあたって〕 

本町では、平成 16 年度の地方財政ショック以来、住民サービ

スの低下を来さないよう「先憂後楽の精神」で、自立促進プラン

に基づく思い切った行財政改革による人件費の大幅な削減等
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により予算編成を行ってきました。その結果、16 年度から赤字補

填のための基金の取り崩しのない決算を続けております。 

また、13 年度末に 101.5 億円あった地方債残高も、24 年度末

は 62 億円（約 38％減 臨時財政対策債 6.4 億除く）と漸減して

おり、24 年度決算における財政健全化判断比率についても 9 月

議会に報告したところでありますが、自治体財政の健全度を表

す実質公債費比率等の 4 指標と公営企業の資金不足比率は、

いずれも財政健全化判断の基準を下回っております。 

しかしながら、町の財政は、国県の動向や、国勢調査人口の

減少に大きく影響を受け、予断は許されず、引き続き「攻め」と

「守り」を一体的に進める財政運営を行ってまいりたいと考えて

おります。 

こうした状況を踏まえ、平成 26 年度当初予算については、町

民の皆様が住み慣れた町で 後まで安心して生活していただけ

るよう、第四次海士町総合振興計画（島の幸福論）の施策の実

現に向けた諸事業、特に産業創出などによる雇用対策、定住対

策、隠岐島前高校の魅力化を含めた人づくり等の諸事業に重点

配分致しております。 

人件費については、モチベーション向上のため職員給与を 19

年度以降少しずつ復元しており、ラスパイレス指数は 17 年度

72.4（全国 低値）から 25 年度は管理職を除き給与復元したた
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め(国カット前 96.9)となっています。管理職につきましては、昨年

度「自分たちの給料は自分たちで決めたい」という考え方のもと

協議が行われ、町の経営者の一員としてカットを継続させて欲し

いとの申し出を受け、8％のカットを行っておりますが、今後も引

き続き検討して参ります。 

さて、国勢調査も 27 年度 10 月といよいよ間近に迫り、26 年度

は準備期間、 後の年となりました。町、議会そして、町民の皆

様と一緒に「チーム海士」としてそれぞれが役割分担しながら、

ハード面、ソフト面とバランスよく対策を進めていかなくてはなりま

せん。数字だけではなく、どのような方を受け入れたいか、また

受け入れた方に、島の歴史・文化を伝え、馴染んでもらうかなど

ソフト面も重要です。議会そして町民の皆様と危機意識を共有し、

人口対策、定住施策を一層進めて参りたいと考えております。 

また、短期的には来年度の国勢調査が大きな目標であります

が、20 年、30 年後を長期的な「成り行き」にまかせた場合、島の

未来はどうなるかを想像する一方、「ありたい未来」を描き、強い

覚悟と意志もって幸福な島の実現に向け「チーム海士」として取

り組む必要があります。 

これまでの取り組みが一過性に終わることなく、輝きの連鎖が

続くための組織、体制、そして人材育成のあり方など検討して参

りたいと存じます。 
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出郷者につきましては、この半世紀 20％～30％のＵターン率

で推移しております。全国で 下位の島根県で 70％程度（鳥取

県 80％）であり、今後も、保～高の連携による「ふるさと教育」な

どを絡めながら総合的にＵターンの促進にも力を入れて参りま

すが、ここで主な事業を挙げますと、福井小学校の校舎耐震化

事業で 4 億 9 千 850 万円、産業体験滞在施設整備事業（3 戸）

で 6 千 20 万円、空き家活用事業で 3 千万円、景観整備事業で

5 千万円、マイナンバー対応機器導入等で 1 億 1 千 763 万円余、

健康福祉センターひまわり改修事業で 7 千 700 万円、公共施設

再エネ導入事業等エネルギー政策費 1 億 3 千 80 万円余、広域

連合の消防施設整備負担金 8 千 840 万円余、畜産振興補助事

業で 1 億 4 千 71 万円余（肥育牛舎建設事業、草地畜産基盤整

備事業等）、多井今井門線を含む道路新設改良事業で 2 億 3

千 940 万円、隠岐國学習センタ－建設事業で 2 億 3 千 870 万

円、キンニャモニャセンターの機能アップに伴う改修事業で 1 億

1 千 400 万円などであります。 

 

〔健康福祉関連について〕 

（1）福祉関係 

人口減少、少子・高齢化という課題に対して、様々な施策を

展開した結果、近年、若者世代の流入が増加しています。特に
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昨年はこの傾向が顕著で、4 月以降子育て家庭の転入が相次

ぎ、現在、60 名定員の保育所に 82 名が入所し、町制始まって

以来の待機児対策を余儀なくされたため、けいしょう保育園に

対し保育所定数の増等の万全の対策をとって戴き、現時点では、

4 月の待機児童は無くすことができました。 

人口問題は、町の未来にとって重要であることはいうまでもな

く、若者の人口増を一時的な現象に終わらせないためにも、安

心して子育てができる環境整備は重要なポイントの一つといえま

す。平成26年度はエンゼルプランの 終年度であり、10年前に

時限条例として制定した｢子育て支援条例｣の見直しも含め、今

後の子育て支援のあり方について検討し、新たな計画を策定し

て参ります。新年度の前半は待機児童もなく、保育士の定数も

足りると想定していますが、今後の転入の状況によっては、早い

段階で昨年と同じような状況に陥るおそれがあり、保育所入所

児童定員の拡大と保育士の確保はいうまでもなく、けいしょう保

育園園舎の拡張や、保育所入所以外の預かりの場づくり等、

様々な角度から対応策を講じていく必要があります。 

高齢者福祉につきましても、平成26年度は、海士町地域福

祉計画見直し、第 6 期介護保険事業計画策定の年であり、こ

れまでに整備してきた施設や機能の活用、新時代にあった施

策等を検討して参ります。保健福祉センターの施設老朽化に
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伴う改修に加え、生活支援ハウスに対するスプリンクラー設置

の補助が認められ、｢ひまわり｣、｢福来の里｣、それぞれにスプ

リンクラー設置を計画しています。施設、設備の面では、徐々

に充実を図っているところですが、問題は介護職員の確保で

す。どの介護保険サービス事業所においても、募集しても応

募がないという状況が続いており、引き続き、関係機関と共同

で人材確保に取り組んで参ります。平成 25 年度の｢福祉・介

護のひとづくり事業｣により、介護福祉士等養成校とのつながり

ができたことで、26 年度には、｢学生の島体験事業｣、｢実務経

験者のスクーリングの海士町開催｣等、新しい取り組みを試行

します。全国的に有資格者の確保ができないという問題が深

刻化しており、県や国に対しても、離島が抱える厳しい状況に

ついてあらゆる場面で訴え、解決に向けて支援をお願いして

参ります。 

障がい者福祉につきましては、NPO 法人だんだんが運営

する｢さくらの家｣、｢あまの里｣を中心としたサービス提供体制

をこれまで整えて参りました。一般就労につながらないという

課題に対しては、町からの助成制度を新設することにより、協

力事業者の受け皿づくりを進め、障がい者雇用の拡大を目指

します。また、｢障害者総合福祉法｣により、26 年度末までに、

障害福祉サービス利用者全員に対してサービス利用計画の
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作成が求められており、｢さくらの家｣においてもプラン策定が

できるよう支援して参ります。 

（2）保健関係 

保健活動につきましては、子どもから高齢者までを対象とし

た健康づくり事業を展開して参りました。 新の統計情報によ

る平均寿命は、男女ともに県内 1 位となり、大変喜ばしい結果

といえます。ただ、がんによる死亡率が高いこと、慢性腎不全

による透析患者が増えていること、国保医療費が高いこと、健

診受診者が固定化していること等、まだまだ多くの課題があり

ます。薬に頼るだけではなく、食事・運動・休養といった生活

習慣の改善をして病気を予防する取り組みを、壮年期世代に

対して強化して参ります。 

障がい者の相談支援センター業務、地域包括支援センター業

務、児童虐待や子育て支援、更には若者の引きこもりへの対応

等について、保健師が担う分野が増大し、生活困窮者対策等の

新たな課題に対しても保健師の関わりが期待される昨今であり、

具体的な支援を必要とする事例も増加しており、適切な支援や、

解決に向けたコーディネートができる人材の育成が将来に向け

ての課題となっており、事業を展開する中で人材育成に努め、よ

り一層元気な海士町を目指し、25 年度に見直しを行った｢健康あ

ま 21 推進計画｣にそった健康づくり事業を推進して参ります。 
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〔住民生活関連について〕 

(1) 国民健康保険事業 

生活習慣病対策として厚生労働省が平成 20 年 4 月より医療保

険加入者全員を対象としメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候

群）に着目した健康調査、いわゆる特定検診は、人間ドックを含め

た受診率が 24 年度は、約 46.0％、25 年度には約 48．0％とわずか

でありますが 2．0％と増加しました。 

今後も受診券の送付と広報、また、町内全域に情報提供が可能

である、あまコミュニティチャンネル、ＩＰ告知等、効果的と思われる

様々な周知方法によって受診勧奨を行うことで生活習慣病等の予

備軍の早期発見と早期治療を強化し、医療費の抑制を目指して参

ります。 

また、国民健康保険の被保健者証については、今年度 10 月の

更新時より、これまで紙ベースで一世帯に一枚であったものを、カ

ード化し、一人に一枚を交付する予定であります。これにより、家族

が同じ時間に別々の医療機関に受診することが可能になります。 

（2) 戸籍事務の電算化について 

島前 3 町村で、戸籍事務の効率化・正確性の向上を図るため戸

籍事務をコンピュータ化することとし、システム機器の導入の共同

調達を行い、管理運営していくこととしました。25 年度に業者契約

を済ませ、戸籍（紙に記載されている情報）をコンピュータで使用で
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きるように電子データの作成作業を行っているところで、26 年度中

に稼働する予定でございます。 

戸籍電算化システム導入後は、事務が大幅に簡素化出来るた

め、住民の待ち時間短縮、窓口対応がよりスムーズになる等の効

果が期待されます。また、戸籍データが磁気原本になることにより、

保管スペースの省力化、更には戸籍の紛失・汚染や破損を防ぎ、

戸籍の保管・管理が格段に進むこととなります。 

(3) 町税等徴収対策 

平成 21年度から副町長を中心に関係課長で構成する徴税等収

納対策会議を月 1 回、定期的に開催することにより、関係各課の連

携、情報の共有化による効果的、効率的な収納対策に取り組み、

累積滞納額の縮減に努めております。 

今年度も引き続き、早期の納付勧告や納税相談を行い、滞納額

の減少に努め、税負担の公平性と自主財源の確保に努めて参りま

す。 

(4)番号制度 

現在、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポート番号、

運転免許証番号、住民票コードなど各機関が個別に番号をつけて

いるため、住民の個人情報管理に関しては縦割りであり、個人の情

報を特定する番号は、制度、組織ごとに多数存在しており、そのた

め、各種手当等を申請するために個人が関係機関を回って証明
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書類を入手しなければならない状態であります。 

このような状況を解消するために、国は、昨年 5 月に「行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」、いわゆる番号法とその関連する法案が成立し、公布されまし

た。共通番号制度を導入することにより、個人情報を一つの番号で

管理できるため、行政コストの削減と事務の効率化が見込まれると

ころであります。 

今年度より、国の支援を受けながら、既存住基システム、税務シ

ステム、社会保証関係システム等の電算システムを改修していくも

のです。今後の予定といたしましては、27 年 10 月から個人番号の

付番・通知を行い 28 年 1 月から個人番号の利用、個人カードの交

付が予定されています。 

そして、29 年 1 月からは、国の機関間で、その後、29 年 7 月から

は地方公共団体も含めた情報連携が開始される予定でございま

す。 

〔診療所関係について〕 

診療所につきましては、施設整備の改修工事等は一段落し、

診療所の機能は少しずつ高まってきましたが、町内における看

護師等の医療従事者の不足につきましては、全国に共通する深

刻な問題となっております。引き続き、地元出身者等へのアプロ

ーチを積極的に行い、関係機関との連携を密にしながら、医療
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従事者の確保に向け取り組んで参ります。 

一方で、保健・福祉・医療の連携、福祉施設との連携を更に

強め、予防医療・在宅医療・緩和ケア等の充実化を図りながら、

住民の皆様方が安心して受診できる診療体制の維持・機能確保

に努めて参ります。 

歯科診療所においては、引き続き、通院困難な患者さんへの

訪問歯科診療及び訪問口腔ケアの充実に努めて参ります。 

 

〔産業振興関連について〕 

（1）農業振興 

農業振興につきましては、島前地域農業再生協議会を中心

に、島前 3 町村の農業の推進及び円滑な事業の実施のために、

関係団体との連携体制の構築、農地保全や農家の所得向上

に努めて参ります。 

農業基盤整備につきましては、既に整備が終了した農地を

経営規模拡大、戦略作物・地域振興作物の生産を促進するこ

とを目的に、平成 22 年度から実施してきた暗渠排水事業を平

成 26 年度は、宇受賀地区と豊田地区、保々見地区で継続実

施して参ります。 

また、昨年度に効果算定等の調査を終えた中里ため池改修

事業は、今年度が実施設計、平成 27 年度から平成 29 年度ま
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での 3 年間で改修工事を実施して参ります。 

 

（2）畜産振興 

畜産振興につきましては、隠岐牛のブランド化に向けた取組

支援と繁殖農家の規模拡大に向けた取組を引き続き支援して

参ります。 

繁殖雌牛の生産向上対策としましては、受精卵技術を引き続

き導入し、高能力の子牛生産体制の整備を図ります。また、放

牧基盤整備対策としまして、公共放牧場の草地整備と牧柵整

備を実施して機能改善を図って参ります。 

肥育牛につきましては、肉質面においても上物率は 80％台

を推移し、依然として高品質な肉質を維持してきており、新年度

におきましても更なる隠岐牛の品質向上に向けた取組を引き続

き支援して参ります。 

 

（3）林業振興 

林業振興につきましては、「ふるさとの森再生事業」を 5 年間

継続することで、菱浦港周辺の雑木を伐採し、ヤマザクラやクヌ

ギを植栽、船からの景観や散策時の景観対策に向けた取組を

実施して参ります。 

また、島前3島の林業に携わる人材を育成するとともに、隠岐
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島前森林組合、隠岐島前森林復興公社と島前 3 町村が積極的

に連携を図りながら、長期的な展望に立った森林整備計画を

推進して参ります。 

 

（4）地産地商の推進 

地産地商の推進についてでありますが、安全・安心な農産物

の品質向上、生産拡大を図ると共に、直売所への安定した供

給体制及び加工用の供給体制も整備し、引き続き、地元農産

物の消費拡大を図って参ります。また、以前から喫緊の課題と

なっていた生産者の高齢化と後継者不足への対応につきまし

ては、新規品目の品質の安定と栽培技術の向上を図ることで魅

力ある産品、換金作物として、生産者の所得向上を第一に取り

組んで参ります。 

また、昨年スタートした「崎みかん」再生プロジェクトは、2 名の

担い手が崎地区に移住し、地域行事などにも参加しながら、み

かん栽培に励んでいます。 

「崎みかん」再生に 新の栽培技術を取り入れるため、昨年

から広島県大崎上島町のみかん専業農家の方々に来町しても

らい、担い手が管理している農園で、剪定や摘果、収穫などの

栽培技術を指導していただいております。また、早くみかんを実

らせる技術として、苗木をハウス内で 1 年間育苗して、一気に 3
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年分ほど大きく育てる大苗育苗という栽培も実践しており、この

3 月末に崎地区のみかん農園に 400 本定植いたします。来年

秋には、この苗木からの収穫が予定され、これが崎みかん再生

プロジェクトの記念すべき初収穫、初出荷となる予定です。 

なお、今年度は、1，200 本を大苗育苗するとともに、農園の

管理や圃場整備等を進め、一方で、平成 32 年段階での 8．2

ヘクタール、12，000 本を超える栽培規模を見据えながら、島前

高校生や先生方、集落支援員や地域の方々と一緒になって、

みかんの加工・販売の一体化や、6 次産業化へ向けた地産地

商の取組を推進して参ります。 

 

（5）水産振興 

漁業後継者（現在 7 名の U・I ターン者）の育成については、

昨年度に引き続き、いわがきの養殖筏（12 基）の追加設置ほか、

漁業研修船の導入や制度資金等の活用を通じ、自営漁業の確

立に向け積極的に支援をして参ります。 

漁業の新技術及び新商品の開発を手がける付加価値漁業

並びに経営改善等に取り組む諸団体の活動につきましては、

離島漁業再生支援交付金事業をはじめ、県の新がんばる事業

等を活用して、漁業再生への活路を切り開いて参ります。 

特に新年度においては、いわがき生産の労力軽減とコスト縮
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減に資する対策として、磨き作業及びバラシ作業の自動機械

化の完成を目指すほか、海藻「海松（ミル）」に含まれる機能性

成分を商品化するため、名古屋に本社がある㈱医学生物学研

究所及び北海道大学との連携の下、海松の養殖技術の確立と

機能性成分の抽出技術を開発致します。 

水産資源の開発造成につきましては、アワビ及びナマコ等の

増殖を促す魚礁の開発と追跡調査を引き続き実施し、漁協及

び海藻センターと共同して資源管理技術の構築を目指して参り

ます。 

 

（6）CAS 事業（第三セクター ㈱ふるさと海士） 

CAS 凍結センターは、新たな商品ニーズの対処やいわがき

「春香」の 50 万個生産に対応すべく、小型の CAS 凍結機の導

入と 10 坪型の大型冷凍保管庫等の整備をこのほど終えたとこ

ろであり、新商品の開発・製造・保管・流通機能は大きく向上し

ました。そこで、CAS 事業のさらなる飛躍を目指し、厚生労働省

等の事業を活用して、「あまコミュニティーチャンネル」との連携

により、「白いか」「いわがき春香」などのCAS商品を中心に捉え

ながら、漁業者のやる気と海士町の魅力を全国テレビで放映す

る「海士町テレビ通販番組」を自主制作します。テレビによる海

士町通販プロジェクトを展開することで、島の魅力をアピールし、



- 16 - 

ブランド認知を促進し、リピートにつながる海士ファンを確実に

増やしたいと考えています。また、消費税増による影響が懸念

されますが、競争力のあるオリジナリティーの高い商品開発と安

全・安心な商品づくりに向け、HACCP（ハサップ）認証取得を目

指したいと考えています。今後は、国内はもとより、TPP を睨ん

ださらなる海外進出を視野に、販路の拡大を押し進め、海士町

ブランドの発信と漁業者の所得向上に努めて参ります。 

 

（7）キンニャモニャセンター施設整備事業 

島の表玄関を彩るキンニャモニャセンターは、生産者をはじ

めとする島民のステージとして、また、お客様との出会い・交流

の場として来島者をもてなし、これまで多くの海士ファンを創出

してきました。 

しかしながら開設来 10 年が経過した今日、施設の老朽化や

機能改善に向けた対策が必要になったことに加え、向こう 10 年

を見据えた海士町らしいまちづくりの息吹を、より一層感じられ

る施設へと変貌を遂げて行かねばなりません。 

そこで、新年度においても昨年度からの繰越事業と並行して

館内各所（観光協会、常識商店、しゃん山、大漁、レストラン、

派出所、隠岐観光待合室）を抜本的にリニューアルすると同時

に、島の素材から生まれる新たなおみやげ産品の開発販売を
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手がけるお菓子工房（仮称）と惣菜工房（仮称）新設し、島で頑

張る人たちの笑顔とともに海士流の地産地「商」を盛り上げて参

ります。さらなる飛躍を目指し、（株）ふるさと海士では、国土交

通省等の事業を活用して、海士町産の米粉を使用した「ソフト

かりんとう（仮称）」、寒シマメのゲソを使用した「いか焼き煎餅

（仮称）」等を開発中です。さらに、将来を見据えた市場競争力

のある商品づくりと加工用原料の確保に向け、新品種の甘いサ

ツマイモ「シルクスイート」の試験栽培を行います。「シルクスイ

ート」を商品開発スタッフで試食した結果、この芋は旨い。全然

甘さが違う。と大好評でした。今秋の収穫後は、思いの詰まった

魅力的な新商品の開発を加速する方針です。CAS による原料

保存、商品保存など、新商品の開発から原料確保、製造販売

まで、CAS 凍結センターを中心とした加工連携と観光連携によ

る総合力を強化することで、新たな土産物として定着させ、「明

るく・楽しく・元気よく」観光需要を創り・取り込むことで持続的成

長を実現したいと考えています。 

また、キンニャモニャセンター周辺においては、このたび整備

を終えたレインボージェット乗降施設の演出にも表れているよう

に、現在建築中の舟小屋交流ステージ並びに常設屋台を含め

た一帯の空間から賑わいが提供できるよう、さらなる情報発信と

交流人口の拡大に努めて参ります。 
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(8) 漁港及び港湾整備 

漁港整備につきましては、菱浦漁港の上架施設（船揚場）の

改修工事を実施するとともに、伊野護岸一帯の波浪・高潮時の

飛沫に対処するため護岸改良の設計に着手致します。 

一方、港湾整備につきましては、地域再生計画枠の港整備

交付金を活用して諏訪港菱敷地区の物揚場及び取り付け道路

の整備に着手するほか、諏訪港貨物岸壁の耐震化対策を実施

致します。 

 

〔交流促進関連について〕 

(1)観光振興 

観光振興については、昨年、隠岐ジオパーク世界認定を受け、

その冠を活用した観光客の誘致が期待されるところでありますが、

隠岐ジオパークについては隠岐全体で足並みを揃え、隠岐観

光協会を中心に誘客活動に取り組んで参ります。 

一方、海士町らしい取り組みとしましては、単にお客様を増や

す取り組みではなく、一人あたりの消費単価を上げるために、徹

底して観光商品に磨きを懸けて行きたいと考えております。 

隠岐神社も昼間だけでなく、ちょっとした演出をして夜の隠岐

神社も楽しんでもらう事が出来ます。一つの観光資源だけでお

客様には一日中、島を満喫してもらえることで一人あたりの消費
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単価もあげる事につながります。今ある観光資源を徹底して自ら

の手で磨き上げる事によって、海士らしい観光振興を図りたいと

考えます。 

「海士らしさ」とはジオパークにも通じる事だと思っております

が、海士の生活そのものを訪れる観光客に楽しんでもらう事だと

思います。数多くのお客様に来て頂きたいのは勿論ですが、海

士らしさを求めて訪れて頂けるリピーターの方をしっかりと「もて

なす」取り組みに磨きをかける観光を目指します。一つ一つ丁寧

な接遇であったり、気配りであったり、何か目新しいモノを作る事

で無く、関係する事業者間の連携を強化する事で、島全体で一

体感のある、海士らしい「おもてなし」の体制を整えて行く事を目

指します。 

また、独自の集客方法として首都圏で運営しております、「離

島キッチン」を有効に活用し、海士の情報発信を図りながら、観

光協会の若いスタッフを中心にしっかりと「海士らしい観光」が定

着化する事に取り組んで参ります。 

 

 (2)定住促進 

次に定住促進については、雇用と住宅の充実が も重要であ

ります。まず、雇用についてでありますが、近年国の緊急雇用対

策事業にて短期ではありますが、雇用機会を準備してきておりま
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す。しかしながら、常に臨時的な雇用であり、安定した雇用環境

を創出するには至っておりません。昨年より試みております、「島

のマルチワーカー創出事業」ですが、海士特有の「季節限定型

雇用」を海士町観光協会が取り組む「特定派遣業」を利用し、島

内での安定した雇用に結び付ける可能性にチャレンジしており

ますが、派遣先のサービス事業者や製造事業者等からはとても

喜んで頂いております。 

今年も引き続き、島独特の「季節限定型雇用」の環境を充実さ

せる事で、安定した雇用環境の創出につなげ、定住環境の充実

を図って参ります。 

隠岐ジオパークが世界認定された昨年、同時に大山隠岐国

立公園が制定 50 周年を迎えております。海士町の自然と自然

の恵みがもたらす島での魅力ある営みを、しっかりと見つめ直し、

今年は「海士らしさ」を更に明確にし、次の新しい観光交流時代

を描く年にして参ります。 

 

〔環境整備関連について〕 

（1）エネルギー関連 

エネルギー問題に関しては申し上げるまでもなく、今後念頭に

おくべき重要な課題であります。 

本町におきましてはエネルギービジョンを基に、あらゆる角度
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から検証し、島でできることから実践していくというスタンスで今後

も取り組んで参ります。 

ここにきて、電力会社との系統連携等課題も見えてきましたが、

引き続き協議を重ね、一歩でも前進するよう努めて参ります。 

究極は住民の生活を守るということが私たちの責務であります

ので、そういう視点に立ったエネルギー施策を推進します。 

① 新エネルギー 

25 年度は、診療所に蓄電機能を兼ね備えた太陽光発電設備

を整備し、停電時においても電気が供給できるシステムを構築し

ました。 

隣の島の火力発電に頼っている本町にとっては、有事におけ

る電気供給システムが課題でありますので、今後も可能な限り公

共施設に蓄電タイプの太陽光発電を整備し、災害時等に備えた

いと思います。26 年度は福祉センター「ひまわり」の整備を考え

ており、併せてボイラー設備が老朽化していることもあり、バイオ

マスエネルギー（廃棄物活用エネルギー）の観点から、木質バイ

オマスボイラーの導入を検討します。木質ボイラーは、木材を原

料として温浴プールや風呂に熱を供給するというものであります。

このシステムが構築できれば、島内の間伐材や建築廃材を活用

することができ、循環型エネルギーの実現が図れます。林業や

建設業とタイアップして可能性を追求します。 
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そのほかの取組として、新年度に超小型モビリティ（2 人乗り電

気自動車）を導入し、島での利用性について検証します。   

また、家庭用の太陽光発電普及び薪ストーブ等の普及拡大

に向けた取り組みとして、個人で設置する場合に町から補助金

を支給します。 

② 省エネルギー 

エネルギー施策として忘れてならないのが省エネです。これ

は、意識すればすぐに実行できる活動ですが、簡単なようで出

来ていないのが現実であります。 

まずは行政が率先して啓発する必要があると考え、庁内の推

進体制を整備し、意識改革に努めます。 

また、住民への意識啓発として昨年度実施した「省エネナビ」

の設置を新年度も行います。この機器は、家庭での使用電力量

を時間単位で計測し、分析できます。その計測データを基に、

節電のためのアドバイスを行い、省エネの意識向上を図ります。 

まだまだ浸透していないようですので、広報活動等を通じ裾野

を拡げていきます。 

（2）環境保全・景観関連 

環境問題は私たちの生活に影響する課題であり、普遍的なテ

ーマでもあります。第四次総合振興計画にも「美しい風景を残す

島」を理念として掲げているため、あらゆる角度から考察し、環境
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保全に努めて参ります。 

推進母体である「環境美化推進対策会議」で問題意識を共有

し、各種団体と連携を図りながら保全活動を行います。 

「ごみ問題」については、毎年のように啓発活動を行っていま

すが、なかなか改善されないのが現状です。マナーの問題と言

ってしまえばそれまでですが、行政としては引き続き「ごみを拾

おうデー」での呼びかけや、キンニャモニャ祭や産業文化祭など

に分別コーナーを設け、分別やポイ捨て禁止など意識啓発に取

り組みます。 

「海岸漂着物」については、国の補助金を活用してここ数年処

理してまいりましたが、一向になくなる気配がありません。離島が

故の宿命でもありますが、県、国へも窮状を訴え、補助事業を活

用しながら処理していきたいと考えています。 

「不法投棄」についても時折見かけますので、警察の協力を

得ながらパトロールを強化し、取り締まりを行います。 

施設関係では、「清掃センター」、「リサイクルセンター」、「

終処分場」の運営の効率化に努め、ごみの減量化やリサイクル

対策を引き続き推進します。 

景観関連について、ご承知のとおり昨年 9 月に隠岐諸島が

「世界ジオパーク」に認定されました。これからは、世界に認めら

れた自然や歴史遺産を守り、後世に引き継いでいくことが大事
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であります。昨年 10 月には「日本で も美しい村連合」の総会が

本町で開催されたところですが、ここで今一度「美しい村」とは何

か、ということを考え共有する必要があると思います。 

そういったことを踏まえ、新年度は「海士町景観計画」を策定し、

環境保全の礎にしたいと考えています。 

（3）簡易水道 

ライフラインである水道でありますが、御波地区の本管布設替

工事が終了し、ハード面の整備が完了となりました。これにより、

町内全域において水道水の安定供給が確保できました。 

これからは維持管理が重要となってきますので、長寿命化を

視野に健全計画を立て、適切な管理に努めます。 

一方、各施設を集中して管理する中央監視システムに不具合

が生じており、管理に支障をきたしているため、改修工事を行い

管理に万全を期したいと思います。 

また、水道及び下水道料金については、4 月から消費税率が

5％から 8％に引き上げられることに伴い、料金の改定をしたいと

考えていますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

（4）下水道事業 

下水道については、ここにきて設備の老朽化により補修・

修繕箇所が増加傾向にあり、コストが嵩んでいます。 
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このため、抜本的見直しが必要であると考え、26 年度に

長寿命化計画を策定します。本計画を作成すれば補助事業の

受け入れが可能となりますので、早急に着手し長期的視野に

立った維持管理施策を推進します。 

（5）道路整備 

道路は言うまでもなく、通勤、通学路等の生活道として重要な

役割を担っています。また、災害時の避難や救助のための道路

として、住民の安心・安全な暮らしを守るという観点からも極めて

重要であります。 

町道、県道という枠にとらわれることなく、横の連携を密にし、

効率的な道路整備と管理の推進を目指します。 

① 町道関係 

現在着工している「多井今井門線」について、引き続き暫定断

面により事業促進を図ります。 

東地区の「金屋舟原線」（県道から金屋住宅までの道）につい

ては、測量・設計が終了し、現在用地買収の手続を行っており、

26 年度に本工事に着手する予定です。 

新規事業として、「西の原線」（西の原「県道海士島線」から中

学校までの間）の歩道空間の確保に絡めた道路改良を計画して

おり、26 年度に測量・設計に着手します。 

通学路の安全対策として、「諏訪豊田線」、「諏訪大津線」及び
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「北分線」を整備し、児童・生徒の安全確保を図ります。 

舗装関係において、随時破損箇所を修繕し、通行の安全確

保に努めます。 

② 県道関係 

県が町の代行事業として行っている「日須賀・崎線バイパス整

備」について、暫定断面で工事が進められており、現在日須賀

地区付近まで下りてきました。一刻も早い完成を見るため、事業

促進について引き続き県に要望します。 

また、日ノ津崎港線の多井から崎までの区間について、曲線

の緩和、側溝整備等の局部改良を継続的に実施していただくよ

う、働きかけます。 

「海士島線」（西～日之津）について、測量・設計が終了し用

地買収に着手しています。本工事に早期着手できるよう、事業

促進を要望します。 

（6）砂防関連 

県事業である菱浦地区の「井尻川砂防ダム」については、要

望の甲斐があり着工する運びとなりました。引き続き危険と思わ

れる渓流箇所について、要望活動を行って参ります。 

（7）住宅整備 

住宅事情については供給より需要が多く、建てても追いつか

ないという状況が続いています。裏返せばそれだけ定住人口が
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増加しているということであり、今後も国勢調査を睨みながら定住

住宅整備を推進します。26 年度は、東地区の診療所跡に 3DK

を 1 戸、持苗団地に 3ＤＫを 2 戸整備します。また、空き家のリニ

ューアル事業として、既存住宅を改修します。 

（8）村上家整備 

村上家は 25 年度に改修工事が完了し、竣工の運びとなりまし

た。今後は、指定管理者による管理の下、教育委員会と連携を

図りながら村上家及び後鳥羽上皇の更なる顕彰を行い、貴重な

歴史遺産として活用して参ります。 

なお、26 年度は因屋城から隠岐神社までの遊歩道及び役場

前駐車場を整備し、観光客等の受け入れ体制を整備します。 

 

〔消防防災関連について〕 

平成 23 年の東日本大震災を教訓に、高精度のハザードマップ

の作成を始め、大型津波対策として避難場所の指定、避難経路

を示す看板や海抜表示の標識設置など整備をして参りました。こ

れに併せて、大型津波を想定した防災避難訓練を毎年実施して

おりますが、 も懸念されている要援護者に対する避難支援など

課題解決に向けて、避難訓練の継続と充実を図って参ります。 

また、近年全国的に地区消防団の高齢化や団員数の減少が

深刻化しており、海士町においても慢性的な欠員状態が続いて
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おります。 

こうした現状にあって、昨年 12 月に「消防団を中核とした地域

防災力の充実強化に関する法律」が施行され、消防団の装備･訓

練の充実強化等に支援措置が講じられることになりました。 

これを機会に海士町においても消防団の組織強化に併せて地

域の総合防災力の向上に努め、火災や自然災害など不測の事

態に備えた防災対策を怠ることなく、今後も引き続き安全・安心な

まちづくりに向けて必要な対策を講じて参りたいと考えておりま

す。 

 

〔情報政策関連について〕 

海士町では、通信格差の是正や住民サービスの向上を目的に

「あま光ネット」が整備されました。これにより情報通信インフラは

都会と同等のサービスが享受できるようになり、飛躍的に改善さ

れたところでございます。 

「あま光ネット」はインターネットや電話などの通信環境のみなら

ず、町独自のテレビ放送局「あまコミュニティチャンネル」などによ

り様々な情報を提供させていただいております。 

少子高齢化が一層進む離島においては、地域コミュニティの充

実化は必要不可欠であり、特に交通的ハンデや身体的ハンデに

より地域のイベント等に行きたくても行けない方々に対してのテレ



- 29 - 

ビ放送は有効な地域情報提供サービスとして期待できるため、映

像技術や編集ノウハウなど制作スタッフのスキルアップを図り、さ

らに充実した情報コンテンツを制作し皆様へお届けして参りま

す。 

一方で、あま光ネットは有線ケーブルであるため、災害時等に

断線してしまうと繋がらないというデメリットもあります。それらのバ

ックアップとして土砂災害危険地域を中心に無線中継局を設備し、

2 ルート化の整備も進めて参ります。また、災害時に指定されてい

る避難所に対しても、無線を活用した通信環境の整備を行い、万

が一の時でも、スマートフォンやタブレット端末、パソコンなど、時

代のニーズにあった通信機器により誰もが安心してスムーズに情

報収集できる環境を整備していきます。 

そして、隔月発行の「広報海士」も住民の皆さんへの情報発信

として大切な紙媒体ですが、住民はもとより出郷者の皆様、海士

町を応援して下さる皆様など、海士にご縁のある多くの方々にご

覧いただいております。これからは、更に広範囲にタイムリーな情

報を分かりやすく伝えるべく、「海士町オフィシャルサイト」や、一

部番組を本土でも放送し始めている｢あまコミュニティチャンネル｣

による外部向け情報発信も重要と位置付け、紙、インターネット、

テレビを連動させた新しいビジネスモデルの構築を目指します。 

「広報海士」が持つ“島外とのつながり”、つまり、出郷者を中心
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とする海士関係者や海士を応援してくださる全国の海士ファンの

皆様と情報交流できる機能を活かし、絆を強めることで、ひいては

白いかや岩がきなど特産品の販売や隠岐への観光誘致にもつな

げられる仕組みを作り、他の発信メディアとの相乗効果を狙って

いきたいと考えております。 

「広報海士」、「海士町オフィシャルサイト」、「あまコミュニティチ

ャンネル」それぞれの特性を活かし、また総合的に連動させ、住

民の皆さんの元気を少しでも底上げできるよう、愛される地域メデ

ィアを目指して、情報発信を続けて参ります。 

 

 

〔教育委員会関連について〕 

教育委員会は教育総務課と、地域共育課で役割分担し連携

を図りながら「人間力溢れる人づくり」を推進します。 

21 年度に発足した「保～高連携教育推進協議会」は、保育園

から高校それぞれが手を取り合って、海士の子ども達の成長を

願い、教育活動に傾注しています。本年度もこの特色ある縦の

連携教育を更に推し進め、家庭、地域を絡ませた横の連携教育

体制の充実により、島ぐるみで「未来を支える人づくり」に邁進す

る決意であります。 
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(1) 学校教育関係 

学校教育においては、引き続き「学力向上への取り組み」、「読

書活動の推進」、「ふるさと環境教育の推進」の 3 つを、重点施策と

して取り組むと共に教育環境の整備に努めて参ります。 

保育園から高校までの保高連携教育推進協議会については、こ

れまでの取り組みを振り返り、異校種交流の機会拡大・充実を図り

ながら保小部会、小中部会、中高部会といった各部会の連係が更

に充実したものとなるよう支援して行きます。また、各学校のキャリ

ア教育の取り組み内容を共有し、保から高の取り組みが 1 本化す

るよう連携を深めて参ります。 

また、本年度も小学校 2 校で複式学級が出来ます。教育委員会

に支援教員の配置検討も行っていますが、人材確保等の課題もあ

り、その対策も容易ではありませんが、島根県から教育委員会に派

遣されている派遣指導主事と両小学校教員との連携により複式学

級の指導方法を高めていきたいと考えているところです。 

小学校の耐震化事業につきましては、昨年度から海士小学校

の耐震化に向けて国庫補助事業による大規模改造事業に取り

組んでいるところですが、本年度は福井小学校の耐震化につい

て国庫補助事業の改築事業を計画しているところです。工事期

間は、1 年間を予定しているところであり、子ども達に大きな負担

を強いることとなりますが、安心安全な学校づくりに向けてご理解
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ご協力をお願い致します。 

また、海士小学校と海士中学校については、島根県の非構造

部材耐震補強事業を活用した耐震補強事業を進めて参ります。 

 

(2) 地域共育関係 

「まちづくりは人づくりから」という想いは変わっておりません。

人づくりの先導的な役割を担うのが社会教育であり、本年度も交

流をキーワードに根気強く取り組んでいく考えであります。 

地域共育課の方針としましては、地区公民館活動等への支援

強化を充実させてまいります。具体的には、集落支援員が各地

域に入り、地域の課題を皆で一緒に考え、行動し、そして解決し

ていくことで、個人個人の自主運営能力を高め、持続可能な地

域づくりができるように取り組んでまいります。 

①中央公民館 

社会教育の実働部隊として 大限力を発揮し、重点施策を絞

って臨みたいと考えています。第一に子供たちへの自然体験や

農業体験を行う「子どもダッシュ村」事業です。これは、稲作体験

等を中心とし、一貫した内容で実施してまいります。 

第二は、「ふるさと再発見ツアー」です。ジオパーク世界認定を

受けて「ふるさと案内人」を養成できるようテーマを分けて地域の

自然や文化・文化財を中心に通年開催してまいります。 
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活動の様子は、毎月発行している中央公民館だよりによって

地区公民館の活動や中央公民館での活動を広く情報発信して

まいります。 

②中央図書館 

 教育行政の柱のひとつである読書活動を教育委員会の重点

施策と位置づけ、引き続き力を入れて参ります。 

 「子どもの読書活動優秀実践校」として、平成 21 年度に海士小

学校、平成 23 年度に福井小学校が文部科学大臣表彰を受け、

平成 25 年度には海士町中央図書館も「子どもの読書活動優秀

実践図書館」として、文部科学大臣表彰を受けました。貸出冊数

の増加、調べ学習などの授業での図書館活用など、着実に読書

活動の芽が育ち、人間力向上にも大きく寄与してきていると実感

しております。 

 新年度も「中央図書館」を基軸とした「島まるごと図書館構想」

に想いを馳せ、文化・教育活動の拠点施設として、生涯学習の

機会の提供や、本を通して人と人が触れ合える居心地のよい空

間づくり、趣向を凝らしたイベント開催等により、文化・教育に関

わる住民サービスの向上に努めて参ります。また、小・中学校に

1 名ずつ司書を配置し、学校との連携をより一層図り、「島まるご

と図書館構想」の推進力を強化します。 

 また蔵書数の確保や図書館司書、学校司書の適切な配置に
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より、読書活動のさらなる充実を図って参ります。 

③集落支援事業 

集落支援事業は、4 年目となりました。第 4 次総合振興計画

「島の幸福論」の実現及びきめ細やかな集落の支援を行うことを

目標に、本年度は、中央公民館と連携し合計 6 名の集落支援員

を配置し事業を実施してまいります。まず「ｺﾐｭﾆﾃｨ活動支援施

設」であるあまマーレをフル活用できるよう、集落支援員を配置し

町内のきめ細やかな要望に応えられるよう進めてまいります。 

また特に要請のあった地区については引き続き支援を行いま

す、そのほかの地区も課題に応じて方策を検討し、地域の方々

と一つ一つ実行してまいります。集落を見守り、各種団体をつな

ぎ、集落を元気にするサポーターとして本年度も、関係する各課

や関係機関とも連携して事業を進めてまいります。 

 

〔隠岐島前高校魅力化プロジェクト関連について〕 

隠岐島前高校魅力化プロジェクト関連については、全国から

島前高校への志願者数も安定的に増え、遂に念願の全学年 2

学級化を達成しました。これも、島前高校の教職員をはじめ、議

員の皆さんや西ノ島町、知夫村も含めた多くの関係者の努力の

賜物だと感謝しております。この場をお借りして篤く御礼を申し

上げたいと存じます。 
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一方、今後の島前地域の中学校卒業生の推移を見てみると、

7 年後には三町村合わせて 20 人台になるという、非常に厳しい

状況が迫ってきております。こうした現実に目を逸さず、これを果

敢に乗り越えていくためには、次なるビジョンと戦略が必要となり

ます。そこで平成 24 年度から 2 年間かけて、島前高校や西ノ島

町、知夫村とともに島前高校と島前地域の魅力化と永遠の発展

に向けた新たな構想を策定して参りました。 

「新魅力化構想」では、同校の魅力化が地域の魅力化につな

がるとの位置づけを明確化して、「課題解決の先進地」と呼ばれ

る 20 年後の未来像を掲げています。 

具体的には、地域資源を海外にも発信できる「グローカル人

材」を育てるための留学支援制度の確立や、「地域創造に関す

る日本唯一の専攻科設置」などを掲げています。 

去る 2 月 18 日に島前三町村長が揃って「新構想」を知事と教

育長に提出し、引き続き支援を要請してきたところであります。 

新年度は、この新魅力化構想を島前地域内に共有しながら、

具体的な施策を推進して参ります。議員の皆様にもこの構想を

是非ご一読いただき、ご理解を賜りたいと思います。特にプロロ

ーグとエピローグには、このままではやがて訪れる『成り行きの未

来』と、島を守り後世に残していくための『約束の未来』が描かれ

ています。こうした未来の姿に、是非一人でも多くの住民の方々
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と語らい、島の未来に対する私たち一人ひとりの責任と当事者

意識を広く共有していただければ幸いです。 

平成 26 年度は、学習センターの法人化に伴う「島前ふるさと

魅力化財団」、高校の坂の下に移転する隠岐國学習センターの

「新校舎」、島外生の受け入れ施設である町立の「島前研修交

流センター」など、『約束の未来』に向けた重要な基盤が出来上

がります。そして新年度からこの魅力化プロジェクトは次のステー

ジに進みますが、今後も多くの苦難や試練が予想されます。この

取り組みが属人的な一過性の花火で終わることがないよう、地域

一丸となって持続可能な取り組みにしていけるよう、全力で努め

て参ります。議員の皆さまには、ぜひ一層のご支援とご協力を宜

しくお願い致します。 

 

以上、私の施政方針並びに提案理由の説明を申述べました

が、今議会に提案させていただきました提出議案は、平成 26 年

度一般会計予算は 58 億 8 千 170 万円（対前年比 15.61％増）と

なっております。特別会計予算につきましては、国民健康保険

事業勘定特別会計 3 億 8 千 188 万 9 千円（対前年比 1.49％減）、

診療施設勘定特別会計 4 億 1 千 910 万円（対前年比 1.36％減）、

歯科診療施設勘定特別会計 4 千 882 万 8 千円（対前年比

3.85％減）、簡易水道特別会計 3 億 417 万 8 千円（対前年比
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33.52％増）、下水道特別会計 3 億 933 万 9 千円（対前年比

10.81％増）、後期高齢者特別会計 7 千 8 百万 1 千円（対前年比

5.31％減）となっており、各会計の総額は 74 億 2 千 303 万 5 千

円（対前年比 13.5％増）となっており、以上予算案は 7 件であり

ます。 

予算以外の条例案件等は、条例の制定に関するもの 1 件と、

条例を改正するもの 7 件です。 

その他、建設工事請負契約が 1 件と海士町教育委員会委員

の任命に関する人事案件が 1 件の計 17 案件を提案しておりま

す。 

この後、予算案を含め諸議案につきましては、各担当課長から

説明させることに致します。 

何とぞ宜しくご審議のほど、お願い申し上げまして、私の説明

を終了いたします。 

 


