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〔はじめに〕 

第 536 回海士町議会３月定例会の開会にあたり、施政方針並

びに主な予算（案）の提案説明に先立ち、新年度早々の５月３０

日に任期満了となる私の進退について、この際、明らかにしてお

きたいと思います。 

私は今期を以って引退致します。 

簡単に振り返りますと、あの『平成の大合併』の動きの中、「自

分たちの島は自分たちで守り、島の未来は自ら拓く」という覚悟

の単独町制を選択し、その直後に襲った『三位一体の改革』によ

って財政破綻の危機に陥るも、“守り”と“攻め”の戦略を柱に生

き残りを懸けた「自立促進プラン」を策定し、官民一体となって取

り組んで、その危機から脱出することができました。 

そして、地域づくりは究極“ヒトづくり”にあり、その人材育成の

原点となる隠岐島前高校の存亡の危機も、「高校を守れ」という

魅力化プロジェクトによる前例なき連携で、今では全国から多彩

な生徒が集まるまでに生徒数がＶ字回復し、“島まるごと未来を

つくる学校”、“地域に学び、地域で支え、地域に根差した島の

学校”として成長を続けております。 

これまで幾多の困難や危機を乗り越えて来ることができたのは、

ひとえに町民の皆様の力強いご協力とご支援、議会のご理解が

あったからでございます。 
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そしていま、国を挙げて地方創生が叫ばれている中で、本町

のこれまでの取り組みが優良事例として取り上げられ、地方創生

のトップランナーとして紹介されております。 

しかし、挑戦を続けて来た平成の世も残り一年余りとなり、本

町もこれまでの取り組みの単なる延長では“持続可能な海士町”

の未来はありません。国の内外を問わず、社会に大きな変革が

求められている今こそ、本町も次代を担う新しいリーダーへの交

代が強く求められるところであります。 

幸い本町には、若い皆さんによる、“明日の海士町を考える”

組織やグループが生まれており、若いリーダーも育っていること

を私は確信し、心強く思っているところであります。新しい時代に

相応しい若い情熱と実行力のあるリーダーへ確かなバトンタッチ

をスムーズに行うことが、私の最後で最大の責務だと考えるところ

であります。 

そのために、私は全力で応援をする覚悟でいます。 

４期１６年の任期を終えるにあたって、私の決意の一端を申し

述べ、町民の皆様の一層のご理解とご支援をお願い申し上げた

いと存じます。 
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〔予算編成にあたって〕 

執行体制の交代を控え、骨格予算という考え方もあろうかとは

思いますが、一時も止めることを許されない本町の行政経営の

中にあって、基軸の部分は継承拡大しつつ、新たな発想による

事業の展開は、次の新執行体制へ委ねた予算編成としておりま

すので、ご理解のほど宜しくお願い致します。 

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、予算編成を行っ

てきました。その結果１０年以上、赤字補填のための基金取り崩

しのない決算を続け、また、１３年度末に 101.5 億円あった地方

債残高は、２８年度末は 77.5 億円（約 23.7 億円減、臨時財政対

策債 9.2 億除く）と漸減しております。しかし、今後各種の大型事

業が予定されており、地方債が３０年度末見込みで、再度１００億

円を超え大きく膨らみますが、大型事業の特定財源等確実に確

保できるよう努力して参ります。 

財政健全化判断比率については、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。 

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、ラスパイレス指数は１７年度 72.4（全

国最低値）から２９年度は９７．４となり同規模町村に比べ高い水
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準になってきております。 

２８年度から海士チャレンジプランに基づき、挑戦から生まれ

る人の流れの好循環を加速し「意志ある未来」を実現するため取

り組んできましたが、新年度は第四次総合振興計画「島の幸福

論」の総括も含め、第 5 次総合振興計画策定に向け取り組みま

す。 

今後も「人と自然が輝き続ける」ため、「人」と「自然」との関係

性を大切にし、島の歴史や伝統文化をともに継承していける定

住者を受け入れながら、多様な交流と協働から生まれる「更なる

挑戦」を続けることが不可欠であります。２８年度から（独）国際協

力機構（JICA）との連携が始まり、２９年度は JICA 職員も派遣し

て頂いております。開発途上国の研を受け入れ、交流を深めつ

つ、互いに学び合うことにより、まさに「ないものはない」中での地

域づくりに挑戦して参ります。 

しかし、本町が真の意味で持続可能な島になるには、他地域

に比べ産業経済面が未だに脆弱であります。これまでの取り組

みを基礎に、更に外貨獲得に果敢にチャレンジする必要があり

ます。一方で入ってきた外貨を島内で循環させる仕組みも構築

したいと考えております。 

そして、守るべき島の歴史、伝統、文化を継承し発展させるた

めの人口対策、定住施策を一層進めて参ります。 
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それでは、提出致しました新年度当初予算の概要を申し上げ

ますと、ホテル・ジオ拠点施設整備事業で６億７千４００万円、デ

ジタル防災行政無線整備事業で２億４千８０７万円余、教育魅力

化事業で１億５５０万円余、出資金として㈱ふるさと海士増資に１

億円、海士町ＤＭＯ第三セクター設立出資金事業に３千万円、

農泊推進対策施設整備事業で１億円、雇用機会拡充事業で９

千９８５万円余、多井今井門線を含む道路新設改良事業等で９

千１９０万円余、草地畜産基盤整備事業で８千０３５万円余、離

島キッチンプロジェクトで７千５００万円、観光休憩所改修事業で

６千５００万円、隠岐航路・旅客運賃助成事業で５千２７０万円、

離島活性化交流事業で５千万円、空き家活用等事業で４千８６０

万円、産業体験滞在施設整備事業で４千１３０万円、離島産業

活性化事業で３千６６０万円、水産物増養殖振興事業で３千４３８

万円、共同利用牛舎建設事業で３千２００万円、漂着ごみ回収

事業３千万円、種苗生産施設運営費で２千４００万円余、中学校

普通教室空調設置事業２千３１９万円、小中学校教育魅力化事

業で２千１１９万円余、保健福祉センターひまわり介護風呂改修

事業で１千９４０万円余、販路拡大商品開発事業で１千２００万円

であります。 

次に所管・部門ごとに主要施策の概要について、順次ご説明

申し上げます。 
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〔健康福祉関連について〕 

平成２９年度は、０歳児の保育所入所希望者が想定していた

人数より多く、同年４月当時の保育士数では希望者全員を受け

入れることができなかったため、緊急的に隠岐開発総合センター

の一室に託児所を設置することになりました。３０年度からは希

望者全員が保育所に入所できる見込みで、この託児所は閉所

することになりますが、この一年間朝から夜まで託児所に通所す

る子どもたちのお世話をしていただきました関係者の皆様にこの

場を借りて御礼申し上げますとともに、託児所への通所にご理解

いただきましたご家族にも厚く感謝申し上げます。 

今後も、安心して子どもを産み育てられる環境を整え、子ども

たちが健やかに成長できる町、子育て世代が魅力を感じられる

町になるよう努め、妊娠から出産・子育てに至るまでの各段階に

おける様々なニーズに対応するため、関係機関との連携を強化

し、切れ目のない相談支援サービスを提供して参ります。 

次に高齢者福祉につきましては、｢海士町地域福祉計画｣、２

９年度中に策定される｢海士町高齢者福祉計画｣、｢隠岐広域連

合介護保険事業計画（第７期）｣に基づき、今ある施設や機能を

活用しつつ、新しい時代にあった施策の充実を図って参ります。 

介護保険制度で介護度が低い「要支援１、２」の人向けのデイ
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サービスやホームヘルプサービスの内容が、介護給付から、市

町村が独自に定める「介護予防・日常生活支援総合事業）」に２

９年度から移行しております。各事業所と連携を図り、これまでと

変わらぬサービスを提供できるよう努めて参ります。 

また、喫緊の課題である介護職員の確保につきましては、２６

年度から実施している｢学生の島体験事業｣、｢実務経験者のスク

ーリング｣を継続するとともに、介護福祉士養成校との連携によっ

て、学生が本町に滞在している時間を更に有効的に活用できる

内容にすることで、より島の生活や福祉現場の状況を理解して

頂けるものと考えております。更に東京や大阪で開催してきた本

町独自の｢医療福祉人材確保事業｣のイベントや本町を訪れて

体験するデトックスツアーに事業所の若手介護職員等が積極的

に関わることによる人材育成、また講師を招聘し開催する介護技

術研修会などによって事業所内の活性化を図ります。こうした取

り組みにより、２８年度からの２年間で島外から４名の医療・介護

職員が移住して事業所に勤務しており、さらに本年４月から言語

聴覚士１名が海士診療所で勤務することが決まっております。全

国で活躍されている福祉業界の方々とのネットワークを構築し、

新たな人材の確保に向け、事業所と連携し「福祉の魅力化」を推

進して参ります。 

障がい者福祉につきましては、社会福祉法人だんだんが運営
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する就労継続支援Ｂ型事業所｢さくらの家｣、グループホーム｢あ

まの里｣を中心にサービスを提供しておりますが、「さくらの家」で

ふくぎ茶を製造している方々の高齢化に伴い、作業等のサポー

トが必要になってくると予想されます。今後も引き続き、｢海士町

障がい者プラン｣、｢海士町障がい者福祉計画｣に基づき、諸施

策を推進して参ります。 

また、障がい者の方々向けに各種福祉サービスの制度を分か

りやすく解説し、相談窓口等も掲載した「海士町障がい福祉のて

びき」を対象世帯に 1 冊ずつ配布しておりますので、有効にご活

用いただきたいと考えております。 

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。しかし、「がんによる死亡

率が高い」、「脳卒中発症者が多い」等、多くの課題があるため、

各種がん検診や特定健診等の受診率向上に向けて取り組んで

参ります。 

更に、全国８地域の一つに選定され、鳥取大学や松江医療セ

ンターと共同で実施している大規模認知症コホート研究事業は、

昨年度ＭＲＩ搭載車を導入して検査を実施したところですが、新

年度も引き続き専門医による認知症検査を継続するとともに、独

自に取り組む認知症予防対策事業の充実を図って参ります。 

今後も検診受診率の向上や、職域における健康相談の強化、
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特定保健指導の充実等、疾病の早期発見、生活習慣の改善に

よる予防活動をきめ細かく実施するとともに、先進的に取り組ん

できた糖尿病対策事業や認知症対策事業についても、引き続き

関係機関と協力して推進して参ります。 

 

〔住民生活関連について〕 

（１）国民健康保険事業 

国民健康保険は制度創設以来、我が国の社会保障制度の重要

な役割を担い地域医療の確保と住民の健康保持増進に大きく貢

献しているところでございます。しかし、近年の急速な高齢化や医

療技術の進歩等による医療費の増大や経済の長期的低迷に伴う

低所得者の増加などにより、国保制度の運営は大変厳しい状況に

あります。 

国民健康保険は平成３０年４月から、都道府県も市町村と伴にそ

の運営に参加し、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、

制度の安定を図ることを目的としてスタートします。本町では、地域

住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率、保健事

業等、地域におけるきめ細やかな事業展開に引き続き努めて参り

ます。 

中でも保険事業につきましては、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たメ
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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「特定健診」は、人間ドックを含めた受診率が 43.1％で

ここ近年は横ばいといった状況にあります。受診率向上のため

関係部署との連携を図り、今後も受診券の送付と広報、また、

あまコミュニティチャンネル、IP 告知等を活用し受診勧奨

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。   

（２）町税等徴収対策 

副町長を中心に関係課長等で構成する徴税等収納対策会議

により情報を共有化し、累積滞納額の縮減に努めて参ります。新

年度も早期の納付勧告や納税相談を行う等、滞納額の減少に

努め、税負担の公平性及び自主財源の確保を図ります。 

 

〔診療所関係について〕 

診療所につきましては、緩和ケア認定看護師が誕生し、また

作業療法士の採用によって訪問リハビリテーションも充実し、

徐々に町内の在宅医療を取り巻く環境が整いつつあります。今

後更に、関係機関との合同勉強会などを通して町内の医療・福

祉・介護全体がレベルアップするよう努め、地域の皆様が住み慣

れた地域で最後まで暮らせるように、横の連携をますます密にし

て在宅医療の充実に努めて参ります。 
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診療所の建物も２０余年が経ち、老朽化や安全上の問題への

対応も急務です。今後のリハビリテーションの体制強化、精神科、

眼科及び整形外科の専門外来の充実化のため、新年度に診療

所内の施設改修を計画しております。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。 

 

〔産業振興関連について〕 

産業の振興に関しましては、海士町創生総合戦略「海士チャレ

ンジプラン」に基づき、地域資源を生かした自立できる「しごとづく

り」を目指して種々事業を展開して参ります。 

（１）農業振興 

海士町の農業の中心となっている水田農業は平成３０年度に

は大きな転換期を迎えます。国による米の生産数量目標の配分

が終了し、生産者や集荷業者・団体等が中心となって需要に応

じた生産を目指すことになりました。 

島根県では、米政策の見直しにより国による生産数量目標の

配分が行われなくなる３０年度産米から、島根県農業再生協議

会が生産数量の目安を作成し、各地域農業再生協議会に示す

ことになりました。また、米の直接支払交付金も廃止され、農家に

とっては大きな痛手となります。本町においても島前地域農業再

生協議会が、県協議会より配分された面積を早速、集落農業座
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談会において農家に示し、３０年度産米の生産数量が決定した

ところであります。 

今後は売り先を確保した「地域の特色ある米」の販売、安全安

心の消費者ニ－ズに基づく米の生産に取り組み、ブランド化に

努めて参ります。本町の特色ある米づくり事業は、２９年度に専

用のライスセンターが竣工し、既に稼働しております。商品となる

米の品質の均一化を目的としたライスセンターであり、取引先か

らの“海士の本氣米”に対する信頼は一層強いものになりました。

２９年度産米は作柄も良く大変好評を得ており、個人、米穀店等

への販路を拡げて新しい海士ブランドの拡大に引き続き取り組

みます。また、日本型直接支払い制度を積極的に活用し、農地

の保全にも努めて参ります。 

農業基盤整備につきましては、農村地域防災減災事業（中里

ため池改修事業）が、いよいよ３０年度を以て完成の運びとなりま

した。今後は各集落において集落営農組織の立ち上げと、それ

を視野に入れた基盤整備計画に取り組んで参ります。 

（２）畜産振興 

新規就農者や新規参入企業に対する、円滑な受入体制を整

え、実践していくことで、担い手の育成・確保を図って参ります。 

また、自給飼料の生産拡大は、安全安心な牛肉生産には欠

かせない課題であり、国県の補助を活用しながら基盤整備を引
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き続き行うことで、公共牧野の機能向上と、農地の集積や・耕作

放棄地の利用による粗飼料自給率の向上、及び稲わらと堆肥の

交換など、耕種農家との連携も更に強化して参ります。 

一方、若手畜産農家組織を中心に、町内外の畜産関係者の

情報交流を深め、育種改良と畜産技術の向上を図る体制づくり

を進めるとともに、共同利用牛舎の整備や共同利用機械導入の

支援を行いながら、能力の高い繁殖雌牛群の整備を図って参り

ます。 

（３）地産地商の推進 

安全・安心な農産物の品質向上と生産拡大を図るため、新規

生産者の発掘を進めると同時に、加工品も含め直売所への安定

した供給体制を更に強化し、引き続き地元農産物の消費拡大に

努めて参ります。 

「崎みかん」再生プロジェクトにつきましては、６年目を迎える

新年度は、いよいよ、ほ場に定植したみかんの一部分ではありま

すが今秋には「崎みかん」として初出荷を迎える運びとなります。

年々収穫量を増やし、崎みかんの再生と原風景の再生を早期

に達成したいと思います。また、昨年より活動しております地元

女性部を中心とした加工グループによる崎みかん、蘇婆訶梅を

使用した加工品の 6 次産業化に向けた商品開発にも取り組んで

参ります。 
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（４）農福連携事業の推進 

クロモジの精油づくり並びにアロマセラピー事業について、昨

年度から、精油の商品化や質の高いマッサージケアーを提供す

るための施設整備と起業支援を行っております。新年度も産業

体験住宅の計画など、島内の新規起業あるいは雇用の確保に

向けた取り組みを行って参ります。 

次に、新たな海士ブランドの開発事業として取り組みを始めた

ワイン事業ですが、平成２９年に国の構造改革特区にワイン特区

として認定を受けました。新年度は、ワインの製造・管理に欠か

すことのできない醸造家と、ワインの原料となるぶどうを栽培する

農家の確保を関係機関と連携して行います。人材の確保と同時

に、ワイン醸造施設の建設を引き続き進め、早ければ平成３１年

に最初のワインの仕込みを始めます。 

（５）水産振興 

 海士町漁協が平成８年度に合併し、９年度に 4 億 8 千百万円

の最高の水揚額を上げたものの、全国的な漁業不振により、以

降は徐々に水揚額が減少傾向にあります。 

しかしながら、海士町の水産業で捉えると、１５年度に養殖い

わがき春香、１７年度にはシロイカを主力としたＣＡＳ凍結センタ

ー、２０年度には干しナマコ加工場がそれぞれスタートし、漁協

を含めた水産関連事業所全体の売上げは徐々に増加し、平成



- 15 - 

２７年度、２８年度はいずれも 5 億 4 千 5 百万円を売上げました。

今後も更なる水産振興策を盛り込み漁獲量アップの対策と経営

の安定化に向けた取り組みを続け、「海士町の水産力の底力」を

示したいと思います。 

２９年度は、ながらく実験をしてきた岩のり養殖が、食害による

被害対策などを実施したことにより、初めて成功しました。来年

度はその再現性を確認し、海士産のブランド板のり生産に必要

な機器及び製作方法の検討、採算性を検証し、岩のり養殖の確

立を目指します。 

また、国の水産試験研究機関と連携し、未利用資源でもある

海藻を活用した商品開発を進めることで、新たな海藻の活用方

法を模索して参ります。 

（６）ふるさと海士関連事業 

平成１７年３月の創業から「ふるさと海士ブランド」の構築と海

士町の地域づくり、地域経済の活性化に貢献できるよう目指して

きました。その成果を生産・加工・外貨獲得、経済循環システム

など地産地商の考え方を外貨獲得と町内への還元・循環として

評価してみました。 

２８年度の売上高は３億６８７万１千円（税抜）、雇用経費や町

内生産者・事業主様等への支払額は２億４５２８万８千円（税抜）

と約８０％でありました。２９年度は白いかの入荷量は過去最高と
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なり、岩がきは前年並でしたが寒シマメは大幅に増加し、全体仕

入金額は過去最高となり売上に対する町内関係者への支払額

は８０％以上となる見込みです。海士町で生産・加工し外貨を獲

得する地産地商が目指した成果であり、ＣＡＳ事業の成長が海

士町の地域づくり、経済の活性化に大きく寄与したと確信してお

ります。 

近年水産物の水揚高は急激な増減を繰り返し、いつ獲れるの

か予測不能でありますが、それに対応し、離島という大きなハン

ディキャップを克服しながら成長するためには、獲れる時にしっ

かり入荷し、製造・保管・販売する他ありません。 

製造能力の拡大、冷凍保管庫の収容能力の拡大、安心・安

全な衛生管理体制の整備・強化と戦略的販売により更に飛躍で

きると考えております。 

新年度から持続的成長に向け、計画的に第二次施設整備拡

大を進めて参ります。その第１弾として－40℃冷凍保管庫の増

設し収容能力を拡大します。 

（７）養殖いわがき「春香」関連事業 

養殖いわがき春香は平成２８年、２９年ともに約４５万個前後の

出荷で、売上 1 億円を越えましたが、懸念材料の一つであった

種苗の確保について町営の種苗生産施設が完成することで安

定した生産活動ができる目処がたちました。 
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平成 30 年度は次の１０年間を視野に入れて、増産に伴う新た

な加工場の整備、養殖作業・在庫管理システムの開発、成長を

促す機器の導入、輸出を含めた販路拡大等を粛々と実施して次

世代へ引き継いで参ります。 

（8）漁港及び港湾整備 

港整備交付金事業による菱浦の防波堤と公民館前の橋梁の

改修、また、諏訪港の物揚場という第 1 期プロジェクトが完了し、

平成３０年度は第２期プロジェクトである諏訪港 耐震強化岸壁、

高石漁港 防波堤改修計画等の事業認定に向けた取り組みを

行います。 

また、近年島内に増えつつある、使われなくなった漁船ある

いはプレジャー船の処理を行うための「船舶廃船処理施設」に

ついても引き続き事業化に向け、計画策定致します。 

 

〔交流促進関連について〕 

昨年より「海士版地域振興ＤＭＯ」と称して 100％海士町出資

の第三セクターの設立に向けて準備を進め、この４月２０日の設

立を目指しております。設立目的は、宿泊業を柱とした観光振

興で、観光客が落とす外貨を海士町の中で循環させ、島内経

済の活性化を図ることにあります。新しい第三セクターを柱に、

海士町観光振興の核である宿泊施設「マリンポートホテル海
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士」の改修事業を「ホテル魅力化プロジェクト」と題して新年度よ

り２ヵ年にわたり取り組みます。 

隠岐の観光客数はここ１０年で４０万人から２０万人に、宿泊

施設数も１１２軒から６２軒へと半減。受け入れ人数もトータルで

1,000 人も減っており、宿泊施設の整備の遅れは隠岐全体の課

題となっております。隠岐は離島ですから、観光には宿泊が伴

いますが、いくら宣伝しても泊まる宿がなければ来ることすらで

きません。施設整備には多額の費用を要することから手が付け

られず、隠岐の観光は悪循環の状況が続いておりますが、私ど

もは敢えて果敢に挑戦致します。単なる宿泊施設の整備に留

まらず、島全体の活性化の柱と位置付け、いわば「ホテルを核

にした町づくり」を進めて参ります。 

これまで海士町観光協会が主体的に取り組んだ数々のプロジ

ェクトがありました。 

●離島キッチンは、北は北海道札幌、南は福岡博多、そして東

京都内には神楽坂店に続き日本橋店をこの４月にオープンさせ

る計画です。まさに“島のアンテナショップ”、海士町のみならず

全国の離島の情報発信ができるステージとして整えて参りまし

た。 

●崎地区を拠点に「島食の寺子屋」で料理人を育てるプロジェク

トも、この４月から４名の生徒を受け入れて動き始め、周辺の空き
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家を活用してインターンシップ生やワーキングホリディで訪れる

海外の方々もマルチワーカーとして各生産現場などへ労働力を

派遣することで崎地区の暮らしを楽しむステージも整えました。 

●隠岐神社では団体客を受け入れる昼食場所を整え、お客様

にゆっくりと海士に滞在して頂き島を満喫できる環境を整えまし

た。 

●隠岐の宿泊業者のほとんどがシーツや浴衣、バスタオル等の

リネン類を本土のクリニーング店に発注し、お金が流失していた

のを食い止めるため、島内にリネン工場を整備するプロジェクト

等も整えました。 

いずれも華やかな挑戦ではありませんが、表舞台の方々を支

える裏方の仕組みを地道に整えることができたと自負しておりま

す。いよいよこれから「持続可能な経済活動」「自立可能な地域」

を目指した投資へと舵を切りたいと考えております。 

・訪れるお客様に海士町を満喫してもらえる宿づくり 

・若者が魅力を感じて働く、やる気の持てる場所づくり 

・島の新しい経済の善循環としての役割を担った宿業の確立 

など、決して単純なホテルの改修プロジェクトに終わることなく、

サービス産業に従事する人材育成は勿論のこと、地域のサービ

ス産業を地域内で、より良い経済循環が図れることを目的に取り

組んで参ります。 
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毎年秋に行われる「食の感謝祭」で表現しておりますが、サー

ビス産業の原点には島の魅力ある食材が必要不可欠です。観

光と言う“出口”と第一次産業という“入口”との相乗効果で善循

環を図る。この「ホテルを核にした町づくり」に、果敢に挑戦して

参ります。 

当初予算において、ホテル・ジオ拠点施設整備事業として全

体予算を２０億円と見積もっておりますが、そのうち新年度は 6億

7 千 400 万円を予算計上させて頂きました。 

そして、改修後のホテルは、単に機能向上やグレードアップを

図るだけでなく、低迷している隠岐の宿泊業界を牽引する役割

も担うことを期待しております。 

 

〔環境整備関連について〕 

（1）道路 

現在改良中の路線（多井今井門線、金屋舟原線、西ノ原線）に

ついて、早期完成が図られるよう努めて参ります。道路施設等の長

寿命化や安全対策を図るとともに、適宜パトロールを行い、迅速か

つ適切な維持・管理に努めます。 

（2）住宅 

定住人口確保の基盤となる居住施設の整備を推進します。 

町営住宅の新築と空き家活用の両輪により、住宅を確保します。 
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空き家バンクについて、購入者と所有者の希望がマッチングす

るよう、引き続き啓発を促進します。 

（3）簡易水道・下水道 

日常の保守点検や長寿命化計画に基づき、効率的かつ適正な

維持・管理に努めます。 

（4）環境衛生 

ゴミ問題、不法投棄につきましては永遠の課題です。根気強く諸

対策を講じて参ります。清掃センターで懸案となっていた「ごみ袋」

について、住民の皆様の御理解と御協力のもと、昨年４月から４５

㍑サイズ・半透明色の袋に統一することができました。今後は更に

適正な分別・処理が図られるよう啓発に取り組みます。 

関連施設の維持管理について、運営の効率化に努め、ゴミの減

量化及びリサイクル対策を推進します。 

海岸漂着物について、補助事業を活用しながら町内の海岸環

境美化に努めます。 

（5）エネルギー関連 

このたび崎地区に建設された風力発電設備（事業主体：(株)ｴﾈ

ﾙｷﾞｱ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ・ｱﾝﾄﾞ・ｻｰﾋﾞｽ「略称：ESS」）や、現在着工中の中国

電力(株)による送電線路の２ルート化構想は、再生可能エネルギ

ー導入と電力の安定供給に寄与するため、大きな期待を寄せてい

るところであります。動向を見守りながら、必要に応じ協力したいと
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考えております。町といたしましては、これまで同様公共施設等に

おける再生可能エネルギー導入を検討し、家庭における太陽光発

電等の導入に対しては、補助金による支援で後押しします。 

（6）林業振興 

各種事業を活用し、環境と景観に配慮した森づくりを進めます。 

これらを実現させるために、人材確保と育成に力を入れて参ります。

また、国の方針のもと、森林環境税（仮称）が導入される見通しとな

ったため、平成３０年度はそれらに対応すべく、森林所有者の明確

化や林地台帳を作成するなど、推進体制を整備します。 

 

〔消防防災関連について〕 

防災行政無線については、電波法改正により、平成３４年１２

月以降アナログ方式は使用できなくなるため、２９年度にデジタ

ル方式転換のための基本設計を行いました。新年度から 2 ヶ年

で整備する計画です。３０年度は操作卓、J アラートの機器交換

及び外部スピーカー取付のためのパンザマストの取替等、３１年

度で各家庭等の戸別受信機を配備し、デジタル新方式の本格

稼働となります。 

 

〔情報政策関連について〕 

海士町は ICTの利活用にも積極的に推進して参りました。そし
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て近年急速に動き出した第四次産業革命とも言われている

「IoT」にもいち早く挑戦し、海士町の特産品の一つである「いわ

がき春香」と ICT を連動させたマリンクラウドシステムが総務省か

ら高く評価されました。これは海士町がこれまで果敢に挑戦して

きた産業振興策や教育分野などの基盤がしっかり構築できてい

るからこそ ICT が活かされるものと考えております。 

離島のハンデを克服するツールとして、インターネットは必要

不可欠でありますが、単に情報収集やモノの購入などに利用す

るだけではなく、これからも新たなビジネスモデルを構築する一

つの手段として ICT の利活用を目指します。 

あまコミュニティチャンネルは、おかげさまで幅広い年齢層の

皆さんに関心を持って頂いております。平成２９年度は日本ケー

ブルテレビ連盟にも加盟し、全国のケーブルテレビ局でもあまコ

ミュニティチャンネルの番組を放送しております。また、島根県ケ

ーブルテレビ協議会のご協力もと、昨年夏の第２２回キンニャモ

ニャ祭りは町内だけでなく島根県内ケーブルテレビ全局にも生

中継を行いました。引き続き関係各団体との連携を活かし、海士

町ならではのコンテンツを幅広く発信して参ります。また、新年度

は、従来の番組に加えて、海士町のまちづくり施策について深く

取材した新番組を制作する予定です。 

隔月発行の「広報海士」につきましても、重要な媒体であり、住
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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。 

紙の「広報海士」、テレビの「あまコミュニティチャンネル」、イン

ターネットの「海士町オフィシャルサイト」という３つの媒体の特性

を活かし、総合的に連動させ、海士町の活力の底上げ、そして

島外の海士ファン拡大や交流促進にも繋げられるよう、人と地域

をつなぐローカルメディアの実現を目指して参ります。 

 

〔教育委員会関連について〕 

（１）学校教育関係 

学校教育においては、多様化する交流機会の増加や学習指

導要領の改訂等により、小中学校の授業にも一部大きな変化が

始まります。その対応については、学校現場と連携を図ります。

また、「学力の向上」「人間力あふれる人格の形成」「児童生徒の

主体的学習の育成」「保・小・中・高の連携促進」等を目的とした

「小中学校魅力化構想」を推進し、２年目となる「親子島留学」事

業では４組のご家族を受け入れ、島まるごと教育により、海士の

教育の魅力アップに努めて参ります。 

特別支援教育は、海士町特別支援教育連携協議会や教育

相談支援チームの体制を確立させ、関係機関との連携を更に深

め個々の児童生徒に適した学習支援体制を推進して参ります。 



- 25 - 

一方、校舎等の教育環境は年々充実してきたところですが、

体育館照明設備の改修工事（水銀灯からＬＥＤ化）、小学校グラ

ウンドの改修工事、地球温暖化等による暑さや熱中症対策等、

施設面の課題はまだ多く残されております。また、小中学校は、

ここ数年は夏休み後半に３日から一週間程度繰り上げて 2 学期

の始業をスタートさせ、授業時数の確保を図っております。その

対策として、まず中学校の普通教室への空調設備整備を行いま

す。他の工事については、中期の整備計画策定により対応して

参ります。 

（２）中央図書館 

中央図書館は、蔵書数も３万冊を超え、図書館の書架スペー

スが手狭になってきておりますが、乳幼児から高齢者まで、すべ

ての自己教育に資するとともに、情報を入手し、芸術や文学を鑑

賞するという、地域文化の創造に関わる非常に重要な場であると

いう使命感を大切にし、図書の入れ替えを進めて参ります。また、

郷土資料の収集に一定額の予算を計上し、計画的重点的にそ

れらの資料の充実化を図ります。 

学校図書館の利用も年々増加しており、調べ学習での図書

館活用など、着実に読書活動の芽が育ち、人間力あふれる人づ

くりに大きく寄与していると実感しており、引き続き図書館司書を

学校図書館にも兼務配置を行います。 
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更に、町内の１９分館との定期的な図書の入れ替えや、２９年

度に試験的に行った夜間開館や各種イベントの開催を通して得

た成果を活かし、より多くの方々に利用いただけるよう、図書館

の更なる充実と利用拡大に向けた取り組みを進めて参ります。 

（３）地域共育関係 

海士町への愛着と誇りをもち地域社会への貢献意欲の高い

「海士っこ」を育んでいくために、地域共育課では新年度も「交

流による人づくり」をキーワードに島根大学や京都造形芸術大学

等の大学との交流事業を中心に取り組んで参ります。 

小中学校との連携を更に進め、小学校４年生対象の「通学合

宿」（２泊３日）、中学校１年生対象のスキー交流事業、中学校２

年生対象の「普段の生活学校」（６泊７日）、小学５年生から中３

対象の「アドベンチャーキャンプ」（５泊６日）などの集団での体験

学習に力を注いで参ります。 

① 文化財部門 

ロマン承久街道整備事業として、将来的には後鳥羽上皇が上

陸されて歩かれたとされる崎地区から隠岐神社までの道を再現

する事業を進めて参ります。新年度は隠岐神社～村上家資料

館周辺から実施し、順次調査、踏査を始めます。 

また、高齢化で失われつつある伝統文化や各種行事などに

ついて、町内各地区へのヒアリング事業を実施し、保存記録を行
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い、海士町歴史文化基本構想の改訂を進めて参ります。 

２９年度制定した「希少野生動植物保護条例」により町内の希

少動植物の保護、保全についての研究や保護活動が推進され

るよう研修会や講演会を実施して参ります。 

隠岐ユネスコ世界ジオパークミュージアム海士町拠点施設の

整備につきましては、ホテル・ジオ拠点施設整備事業として進め

て参ります。 

また、２９年度作成した「海士町歴史文化基本構想」を基に３２

年度までに「日本遺産」への登録ができるよう準備を進めて参り

ます。 

② 社会体育部門 

社会体育部門につきましては、毎年５月に行っている「チャレ

ンジデー」をきっかけとして、生涯現役で、健康で活躍できるよう、

高齢になっても継続できるニュースポーツの普及をスポーツ推

進員とともに進めて参ります。更に毎年実施している隠岐島綱引

き大会は本年第３２回大会を迎えます。隠岐島の春一番の大イ

ベントとして定着しており、新年度も継続して参ります。 

③ 中央公民館部門 

島の未来を担う人材育成のために、子どもたちへの自然体験

や第一次産業体験を行う「子どもダッシュ村」事業を集落支援員

とともに更に充実させて参ります。その他各種講座（和歌講座、
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防災講座、焼きもの講座、民話語り部講座など）を実施して参り

ます。活動の様子は、毎月発行している中央公民館だより「絆」

によって、広く情報発信して参ります。 

④ 集落支援事業 

集落支援事業は、７年目となりました。２６年度より、中央公民

館、地域共育課、あまマーレに集落支援員を配置し教育委員会

職員と一緒に各種事業を実施しております。 

新年度で３年目となる「お山の教室」事業は、まとめの年度と

なり、週５日のクラスを実施します。今後の方針や本事業の振り

返りをしっかり行い成果をまとめて参ります。 

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

ターとして新年度も、関係課や関係機関と連携しながら各事業を

進めて参ります。 

 

〔隠岐島前教育魅力化プロジェクト関連について〕 

平成２８年度から「隠岐島前高校魅力化プロジェクト」の名称を

「隠岐島前教育魅力化プロジェクト」に改称し、島前高校のみな

らず島前地域全体での「教育の魅力化」を見据えた取り組みを

行っております。 

先頃行われた島前高校の３０年度の推薦入試志願者数は定

員の約 1.4 倍となる３３名と、約２倍の倍率だった例年に比べると
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志願者数は減少しました。また、島前三町村からの入学希望者

も約５５％（昨年は８０％超）となり、近年では最も低い水準でした。

減少の要因はこれから分析しますが、廃校の危機が去ったと安

堵することなく、気を引き締めて取り組んでいかねばなりません。 

２６年度から動き出した「新魅力化構想」も、新年度が最終年

度となり、また「次期魅力化構想」策定に向かう年でもあります。

「地域課題解決型」学習や「国際交流」「海外実践」、ICT（通信

情報技術）の活用等、これまでの取り組みをもう一度見つめ直し

ながら、国や地域、世代を超えた交流を通じて、グローカル人材

を育成して参ります。 

今後も多くの試練が予想されますが、島前地域一丸となって

持続可能な取り組みにしていくために、全力で努めて参ります。

議員の皆さまも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し述べまし

たが、今議会に提案させて頂きました提出議案は、平成 30 年度

一般会計予算、 ５８億２千５６６万５千円（対前年比１１.０７％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３億１千８５８万５千円（対前年比２３．５３％

減）、診療施設勘定特別会計４億７千７７６万４千円（対前年比１

２．３３％増）、歯科診療施設勘定特別会計５千１４９万８千円（対
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前年比３．０７％減）、簡易水道特別会計３億１千５３６万６千円

（対前年比５６．３６％増）、下水道特別会計３億１千２００万５千円

（対前年比５．１３％減）、後期高齢者特別会計８千５２７万円（対

前年比０．４６％増）となっており、各会計の総額は７３億８千６１５

万３千円（対前年比９．３３％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３件、公の施設の指定管理者の指定につい

てが１件、人事案件が３件の計１５案件を提案しております。 

何とぞ宜しくご審議のほどお願い申し上げまして、私からの説

明を終了したします。 


