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第５２８回海士町議会３月定例会の開会にあたり、平成２９年

度の町政経営に臨む私の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。 

 

〔はじめに〕 

あの「平成の大合併」で本町は覚悟の「単独町制」を選択して

以来、今日まで「ないものはない」の精神で住民と行政が一体と

なって、島の自立に向け多くの挑戦を続けて参りました。その姿

勢が魅力となり、多くの交流と更なる挑戦を生み出して来ました。 

そして「地方創生」が叫ばれている今、先進事例として国やマ

ス・メディアから多く取り上げられております。しかし、本町は挑戦

事例であって成功事例ではありません。 

次世代の「まちづくり」に対する挑戦への機運や輝きの連鎖を

絶やすことなく、住民との共創により「意志ある明るい未来」へと

繋ぐための「海士町創生総合戦略・人口ビジョン（海士チャレン

ジプラン）」を平成２７年１０月末に策定したところであります。 

これまでの取り組みの単なる延長では、海士町の未来は持続

可能とはなりません。新年度を迎えるにあたっては、これまでの

総決算と同時に、次世代へ確かなバトンを繋ぐ重要なスタートの

年度でもあると位置づけ、その大きな節目となる今、時代の趨勢

をしっかりと見極め、変化に機敏に、かつ柔軟に対応しつつも、
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本町にとって何を貫いていくべきか。改めて考えていかなければ

ならないと思います。 

そのためには各種事業や施設のあり方、組織等についても、

鋭意検討を進めて参る所存でございますので、議員各位には引

き続きご助言、ご協力を賜りますよう宜しくお願いを申し上げ、提

出致しました平成２９年度当初予算と、その概要について申し上

げます。 
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〔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、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の取り

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、２７年度末は 76.1 億円（約 25％減、臨時財政対策

債８.８億除く）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、危機が再来しないよう財源確保に更に努力し

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。 

こうした状況を踏まえ、平成２９年度当初予算については、町

民の皆様が住み慣れた町で最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）を基本に、新

たな挑戦への覚悟として、「海士チャレンジプラン」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、高校

魅力化を更に発展させ保～中学校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、ラスパイレス指数は 17 年度 72.4（全
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国最低値）から２８年度は９８．８となり同規模町村に比べ高い水

準になりました。管理職については、２６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、２

９年度も引き続き５％程度のカット、また特別職についても２５年

度より引き続き３０％～２０％カットを行います。 

２８年度は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 5 次総合振興計画策定に向けた

準備期間と位置づけ、第四次総合振興計画「島の幸福論」の総

括も含め、３０年度の策定に繋げて参ります。 

本町は地方創生の先進モデルとして取り上げられております

が、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共に継承していくことの

でき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」を続けていくことが不可欠であります。昨年からは、

政府機関の地方移転に関連した、（独）国際協力機構（JICA）と

の連携も始まっております。開発途上国との交流を深めつつ、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

りに挑戦していきます。 

しかし、本町が持続可能な島になるためには、他地域に比べ
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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していかなくてはなりま

せん。一方で入ってきた外貨が、漏れバケツのように島外に流出

しているのが現状であり、島内で循環させるという意識の変化を

醸成しつつ、仕組みを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。 

新年度から有人国境離島法が施行されます。目玉として、航

路運賃の低廉化が 4月 1日から実施され、住民の経済的な負担

は大幅に軽減されることになりますが、一方、国の予算の関係で

対象を住民等に絞ったため、島の経済に悪影響（ストロー現象）

を及ぼすことも懸念されます。悪循環に陥る前に手を打たなけれ

ばなりません。早期に観光客等へ対象を広げ、住民が真の意味

で利益を享受できる仕組みに転換するよう国・県に強く働きかけ

て参ります。 

 

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、隠岐航路・旅客運賃助成事業で３千８７２万円、海士産

ぶどう推進事業４千３３９万円余、水産物増養殖振興事業で１億

７千１６０万円、菱浦漁港防波堤事業で２億１千６８０万円、離島

キッチンプロジェクトで７千５00 万円、お試しサテライトオフィス事
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業で 2 千８３０万円、海士版地域振興ＤＭＯ事業で 1 千万円、隠

岐神社リノベーションプロジェクト事業で１億１千万円、多井今井

門線を含む道路新設改良事業等で１億１千５００万円、港湾地区

総合整備事業で２億２千５２６万円、産業体験滞在施設整備事

業で３千６９０万円、住宅造成事業で１千８４０万円、空き家活用

事業で８千７００万円、教育魅力化事業で１億５８４万余、小中学

校教育魅力化事業で１千５６２万円余、JICA 研修関係で９８０万

円などであります。 

 

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。 

 

〔健康福祉関連について〕 

児童福祉につきましては、近年の人口施策の効果で、若者世

代のＵＩターン者や夫婦共稼ぎの世帯が増加し、２７年度は学童

を含めた保育室と入所率が高くなっていた０歳児専用の保育室

を増築しました。これにより、園舎に一定の余裕ができ、海士の

未来を支える子どもたちが伸び伸びと快適に生活できる空間を

確保することができましたが、今後も、安心して子どもを産み育て

る環境を整え、子どもたちが健やかに成長できるまち、子育て世

代が魅力を感じられるまちになるためには、保育士の確保に努
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めていかかければならないと考えております。 

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、庁内連携の強化に取り組み、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｣、

｢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６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

サービスやホームヘルプ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（新総合事業）」に

新年度から移行します。従来の介護保険は、全国一律の人員基

準や料金でサービスを提供してきましたが、新総合事業は、各

市町村の裁量で内容を決めてスタートします。本町の場合、継

続的に事業を展開してもらえる住民ボランティア等の組織がない

ため、各事業所と連携を図り、これまでと変わらないサービスを

提供できるよう検討しております。 

また、高齢者福祉の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｣を継続すると同時に、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充
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実することで、より島の生活や福祉現場の状況を理解していただ

けるものと考えております。更に全国各地で開催している｢医療

福祉業界の活性化を目指したイベント｣などに事業所の若手介

護職員が参加することによる人材育成や講師による技術研修会

も開催し、事業所内の活性化を図ります。 

更に、２８年度と同様に、本町でのイベントの開催も視野に入

れ、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

する｢さくらの家｣、｢あまの里｣を中心にサービスを提供しておりま

すが、今後も｢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解か

り易く解説し、相談窓口等も掲載した“海士町障がい福祉のてび

き”を昨年作成し、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、多くの課題があります。

また、職場健診の受診率は高いものの、国保加入者の特定健診
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受診率は４６％であり、目標としている６０％にはほど遠い状況と

なっておりますので、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、昨年度から鳥取大学や

松江医療センターと準備してきました、健康長寿社会の実現を

目指した大規模認知症コホート研究を３２年度まで進めて参りま

す。 

コホート研究は特定の集団を一定期間調査し、認知症の実態

把握と予防に関連する因子を調査するものであります。今回の

事業では、平成２８年４月１日現在、満６０歳以上の方々約１，１０

０人を対象に記憶力等の認知症機能検査と専門医による診察、

生活習慣のチェックを含めた健康診査を５月から７月末までの間、

またＭＲＩ搭載車を導入して検査を実施致します。 

  具体的には対象者の食事、嗜好品など日常生活や運動の習

慣などを確認する、定期的、長期間にわたる調査で、習慣や生

活環境の違いなどが認知症の発症に与える影響などを研究す

るものであります。研究の中で、認知症の診断を受けた方に対し

ては、治療やケアも合わせて行います。 

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、

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
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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 

平成３０年度の国民健康保険事業の都道府県化に向けて、新

制度の円滑な実施･運営に様々な分野別の協議がなされている

ところでありますが、市町村においては、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４６％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、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 

２１年度から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の共有化を図り、累積滞納額の縮減に努

めて参ります。 

（３）番号制度 
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平成２７年１０月に施行した番号制度により、国民一人ひとりに

１２桁の個人番号（マイナンバー）が記載された「通知カード」が

配布されたところであります。その後、「個人番号カード」を希望

される方にはトラブルもなく随時発行しているところでございます

が、「個人番号カード」には、個人情報が記録されておりますの

でお取り扱いには十分注意し適切な管理をしていただくことが重

要であります。 

 

〔診療所関係について〕 

診療所につきましては、高齢化が進む中、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、保健・福祉・医療との連

携を密にして在宅医療の充実に努めて参ります。そのような中、

在宅・施設・診療所での看護師の役割は大きく、かつ重要となっ

てきております。診療所では、昨年、看護師の 1 名が緩和ケア認

定看護師教育課程を終了し、専門的知識と看護技術を取得しま

した。今後、その技術を町内の医療・介護スタッフに広め、看護、

介護の質を高めるための人材育成にも力を入れて参ります。 

 

〔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
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り」を目指して種々事業を展開して参ります。 

（１）農業振興 

28年度から本格的に取り組み始めた海士町の特色ある米づく

り事業は、ブランド名を「海士の本氣米」とし、既に東京銀座の米

穀店での店頭販売をはじめ、ふるさと納税、インターネット販売

により多くの方々に購入いただいております。２８年度産米は作

柄も良く大変好評を得ているところです。引き続き農業の魅力ア

ップ、後継者育成を視野に入れながら、農家、県、JA と連携し品

質向上、安定生産を図り、ブランド力アップを目指します。 

また、耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下を防ぐた

めの活動に対して行われる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。 

農村地域防災減災事業（中里ため池改修事業）は、取付け道

も完成し、いよいよ堤体本体の 底
そこ

樋
ひ

推進工事に着手致します。

３０年度の完成に向け、工事は順調に進んでおります。 

（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、担い手の確保・育成を図って参ります。 

また、安全安心な自給飼料生産拡大のため国県の補助を活

用し基盤整備を行い、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と稲わらと堆肥の
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交換等、耕種農家との連携も更に強化して参ります。 

更に、若手畜産家組織を中心に相互の情報交流を深め、経

営・技術の向上を図る体制づくりを進めるとともに、牛舎の整備

や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。 

福祉関係部局との農福連携事業については、昨年から新た

な展開として協議をしておりますが、改めて連携の必要性を確認

したところです。新年度は、ひまわり利用者が一人でも多く参画

しながら、より一層元気でいきいきと暮らしてゆける福祉農業の

分野にも具体的に踏み込んで参りたいと思います。 

「崎みかん」再生プロジェクトは、２８年度末で進捗率 50％とな

っております。5 年目を迎える新年度では、新たな取り組みとして

地元女性陣と連携し 6次産業化に向けた商品開発を行い、崎地

区から新たな特産品の発信を行いたいと思います。 

また、圃場に定植したみかんも平成 31 年から収穫が可能とな

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
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を目指して参ります。 

28 年度より町として取り組みを始めた海士産ぶどう事業は、構

造改革特区認定によるワイン製造量の規制緩和を受けることを

目指して現在認定申請中です。認定を受ければ新年度にワイン

製造施設を建設し、酒造免許の取得を目指すと同時にワイン用

ぶどうの栽培面積の拡大、品質向上のための圃場整備を行って

参ります。 

昨年度から着手したクロモジの精油づくり並びにアロマセラピ

ーの事業化に関しましては、セラピストの資格を有する商品開発

研修生の活動が町内に浸透し、住民からも一定の理解を得てお

ります。新年度では、活動の拠点を現在の「蔵」に加えて、精油

の商品化やより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参ります。 

（４）水産振興 

本町の水産業を長らく主軸として支え続けてきた定置網やイ

カ釣り漁が、近年は漁獲低迷が続き漁家経営の危機と共に、漁

協経営の危機へも波及しております。 

隠岐圏域の巻き網船が大きく漁獲量を伸ばしている反面で、

沿岸漁業が主体の海士町においては、不漁が続き先行きに対

する不安は大きく、今後も離島交付金等による従来からの沿岸

漁業を支援する一方で、需要の拡大が期待されるイワガキ春香
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を増産し、海士町の水産業の主軸に据えることで、漁師や漁協、

そして CAS 凍結センターの経営を安定させたいと考えておりま

す。 

そこで、新年度は筏増設と共に、県が供給できない不足分の

種苗生産を自前で補うべく種苗生産施設を整備し、数量を確保

することで不足している国内への安定供給とともに、現在輸出し

ている取引ルート及び CAS 凍結倉庫が整備された台湾、フラン

スなどへの輸出にも本格的に取り組んで参ります。 

（５）漁港及び港湾整備 

漁港整備につきましては、菱浦伊野地区の飛沫対策として防

波堤（Ｌ＝80ｍ）の工事が２９年度をもって完成します。また、海

岸堤防等の老朽化対策事業として菱浦地区の長寿命化計画を

策定致します。 

港湾整備につきましては、須賀港内泊地の静穏度を高める

ため、防波堤延伸（Ｌ＝60ｍ）の測量調査設計に着手致します。

また、２６年度から着手している諏訪港菱敷地区-2.0ｍ物揚場

については、２９年度をもって完成致します。 

 

〔交流促進関連について〕 

本町の旅館・民宿、飲食店、商店などサービス業や建設・建

築業、製造業などにおいても、後継者が不足しており、廃業を
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考えざるを得ない危機的状況がもうそこまで迫っております。そ

のような現状をいかに改善できるか、これまで各種団体と話し合

いを重ねながら、例えば、観光協会においては、「人材派遣業」

に取り組み生産現場への人材を派遣することなど試行錯誤を

繰り返してきましたが、根本的な改善には至らず、引き続き対策

を講じなければならないと考えております。 

新年度の交流促進課の最重要事業として位置づけて取り組

むのが、「海士版 地域振興 ＤＭＯ 」の構築です。皆様も最近

の新聞や各種メディア等で「観光ＤＭＯ」を聞かれることがあろう

かと思いますが、全国の自治体で続々と立ち上がっており、本

町でも、不足する人材の育成も図りながら、経済活動に汗を流

す事業体が海士ブランドの一つとなるような仕組みづくりを目指

しております。 

本町が、今後１０年２０年と盤石な自治体経営が営めるために、

島の経済的側面から支える組織、「海士版 地域振興 ＤＭＯ」

を立ち上げたいと考えております。また、国や県の支援事業も

活用し「旅館・民宿」の改修工事を手がけ、収益事業への投資

も視野に入れ、また遊休施設の収益事業化へ転換のため「空き

家」のリフォームにより、簡易な宿泊施設として活用することも考

えております。 

そして、島の経済活性化の起爆剤として早くから取り組んで
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いる「マリンポートホテル海士」を再投資の足がかりとなる組織

へと成長させていきます。 

また、昨年度から取り組んでおります、海士町の歴史的観光

資源である「隠岐神社周辺の再整備」については、旧ユースホ

ステルを改修し「団体客向けの昼食提供施設整備」も進みまし

たので、新年度は「観光休憩所等」の整備を国や県の支援事

業を活用して実施致します。インバウンド対策も含め、より一層

観光客の受け入れ体制を充実させて参ります。 

以前から申し上げてきましたが、「島らしい観光」。島らしさとは

何か。私は島らしさを一番表現できるのは「宿」だと考えておりま

す。「宿」に島の「らしさ」を表現できるように官民一体となって取

り組み、島の経済の活性化に努めて参りたいと考えております。 

 

〔環境整備関連について〕 

（１）エネルギー関連 

本町は離島という特殊な地域であるのため、エネルギーの安定

的な確保は、重要な懸案事項であります。こうした中、中国電力に

おいては、いよいよ崎地区に大型風力発電設備の工事も着手の

運びとなり、４月２０日に起工式が行われる予定となっております。

今後の動向も見守りながら、新たな電力自給の取り組みに期待を

寄せるところであります。 
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町の施策と致しましては、これまで公共施設等において災害対

策とセットで再生可能エネルギー導入を可能な限り進めてまいりま

したが、今後も費用対効果を鑑み、あらゆる視点でエネルギー自

給の方策を模索して参ります。 

また、家庭においては暮らし方の多様化も相まって、従来の太

陽光発電に加え、薪ストーブ、薪ボイラーなどの木質バイオマスエ

ネルギーの需要が高まりを見せていることから、これらの導入を後

押しすべく補助金での支援を行います。 

（２）環境衛生 

ゴミ問題、不法投棄につきましては「環境美化推進対策会議」が

推進役となって対策を講じます。更に清掃センターで懸案となって

いた「ごみ袋」について、再三啓発を行ってきましたが、４月１日か

らは４５㍑サイズ・半透明色の袋に統一させていただきます。住民

の皆様には、収集業務の効率化及び焼却炉の延命化対策にご理

解いただき、適切なごみ出しにご協力をお願い致します。 

施設の管理面においては、「清掃センター」、「リサイクルセンタ

ー」、「最終処分場」の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致します。また、これらの推進役として、ノウハ

ウを持った技術者が必須であるため、将来を見据えた人材確保と

育成に力を入れます。海岸漂着物については、引き続き国の補助

事業を活用しながら、海岸の環境美化に努めます。 
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（３）簡易水道 

今年は寒波による水道管の破裂はありませんでしたが、自然災

害に対する備えには万全を期し、水道施設の適切な管理に努めま

す。また、管理の肝となる水道台帳を整備しましたので、更なる効

率化を目指します。 

（４）下水道 

下水道長寿命化計画に基づき、老朽化対策を適宜施すなど、

効率的な維持・管理に努めて参ります。また、各家庭における汚水

マスの管理について、認知不足が否めないため、清掃方法など維

持・管理の周知徹底を図ります。 

（５）道路関係 

現在継続中の町道改良（多井今井門線、金屋舟原線、北分線、

西ノ原線）について、早期完成に向け工事の進捗を図ります。また、

「海士町通学路安全推進会議」と連携して、通学路における危険

箇所の抽出及び改善対策を講じます。更には、社会資本の老朽

化対策が喫緊の課題となっているため、町内の道路施設の点検・

補修等長寿命化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。また、県道改良工事や砂防・

急傾斜地対策工事等について、地元住民の要望も踏まえ県に働

きかけます。 

（６）住宅関係 
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定住人口確保の基盤となる居住環境の整備を引き続き推進する

ため、町営住宅の新築と、空き家を活用した住宅確保に努めます。

また、住宅の確保及び空き家対策の観点から、２８年度に空き家バ

ンク制度を創設しましたが、新年度は家を所有したい人と所有者の

希望がマッチングするよう、引き続き空き家相談会を実施するなど、

空き家バンクの充実に努めます。そのほか、住宅に適しない空き家

について、他用途の活用方法を検討致します。 

（７）林業振興 

次期「森林整備計画（H29～H39）」に基づき、隠岐島前森林復

興公社の造林事業をはじめ、ふるさとの森再生事業等を活用し、

環境と景観に配慮した森づくりを推進します。また、木質バイオマ

スの利活用を目標に掲げておりますが、推進していくためには、林

業に従事する人材の確保及び育成が不可欠であるため、隠岐島

前森林組合並びに隠岐島前森林復興公社、島前３町村で連携を

図り、人材育成に力を注ぎます。 

 

〔消防防災関連について〕 

防災行政無線についてですが、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ります。そこで、新

年度は、デジタル方式への転換のための基本設計費を計上致

しております。この改修事業には、多額（6億円程度）の予算を要
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しますが、現状では補助制度がなく、財政負担が余りにも重いた

め、国に対して補助事業の創設を強く訴えて参ります。また、耐

震性防火水槽についてですが、新年度は東の金屋団地に整備

する予定です。ＵＩターン者の増加による住宅整備に併せた計

画的な防火水利整備を図ります。 

 

〔情報政策関連について〕 

海士町は隠岐島内でいち早く、町内全域全戸に光ケーブルを

敷設し、インターネットやひかり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」により様々

な情報を提供させていただいております。 

教育分野では、隠岐國学習センターが「小規模校集合体バー

チャルクラス（クラウド遠隔授業システム）」を構築しました。このシ

ステムが、総務省の先進的な地域情報事例として高く評価され、

「地域情報化大賞 2015」のアドバイザー賞に選ばれました。  

また、産業分野では、海士町の特産品の一つである「いわがき

春香」と ICT を連動させるマリンクラウドシステムを構築し、今注

目の IoT に挑戦する取り組みをスタートさせたところでございま

す。 

島内向けでは、昨年の第２１回キンニャモニャ祭りでは、島根

県ケーブルテレビ協議会のご協力のもと、生放送にチャレンジし
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ました。ひまわりや諏訪苑、福来の里といった福祉施設の入居者

などの会場に行けない方々にも、現場の雰囲気や興奮をお伝え

でき、大変好評をいただきました。 

新年度の放送内容につきましては、海士に関連する題材を取

り上げる地域密着型を基本としつつ、ニュース番組をより充実さ

せていきます。将来的には隠岐島全域を視野に入れ、あまコミュ

ニティチャンネルの運営を強化していきたいと考えております。 

また、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あります。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。島外へも６００部以上郵送している

「広報海士」、そして県内本土での知名度が着実に上がってきて

いる「あまコミュニティチャンネル」がもつ“島外とのつながり”、つ

まり情報交流できる機能をうまく組み合わせることによって、絆を

強め、ひいては「本氣米」や海産物などの特産品販売、そして隠

岐への観光客誘致にも繋げて参りたいと考えております。 

紙の「広報海士」、インターネットの「海士町オフィシャルサイト」、

テレビの「あまコミュニティチャンネル」という３つの媒体それぞれ

の特性を活かし、また総合的に連動させ、住民の皆様の元気を

少しでも底上げできるよう、そして島外の海士ファン拡大に貢献

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
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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、小学校２校の耐震化事業も終わり、教

育環境は年々充実してきたところです。教育面では、「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」を策定し、「親子島留学」の受け入れを始めとした島まる

ごと教育の展開を図り、海士の教育の魅力アップに努めて参りま

す。 

保－高連携教育推進協議会につきましては、これまでの取り

組みを振り返り、連携が更に充実したものとなるよう支援していき

ます。現在、中学校に教育コーディネーターを配置しております

が、小学校にも 1 名配置、各学校のキャリア教育及びふるさと教

育の内容を共有しながら、保育園から高校までの一貫した取り

組みを推進して参ります。 

また、新年度も小学校両校で一部複式学級編成となります。

更に、両校に特別支援学級も開設されます。複式学級の指導力

向上や、個々に応じた学習支援体制を進めて参ります。 

（２）中央図書館 
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図書館は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ます。 

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。町内の１７分館との定期的な図

書の入れ替えや、現在試験的に行っている夜間開館等の工夫

を通して、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て取り組んで参ります。  

（３）地域共育関係 

「まちづくりは人づくり」、人づくりの先導的な役割を担うのが社

会教育であり、新年度も「交流による人づくり」をキーワードに島

根大学をはじめ各大学との交流事業を中心に取り組んで参りま

す。 

青少年教育分野につきましては、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）、高石漁港及び倉田

海岸で行われる「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。 
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① 文化財部門 

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整

備構想を基に海士町におけるジオパークの拠点施設整備を進

めて参ります。また関連して町内の希少動植物の保護、保全に

ついての研究、歴史文化基本構想等策定について文化財保護

審議委員や関係各部署と連携し、調査研究を進めて参ります。 

② 社会体育部門 

社会体育部門につきましては、生涯現役で、健康で活躍でき

るようある程度高齢になっても継続できるニュースポーツの普及

を進めて参ります。更に毎年実施している隠岐島綱引き大会は

本年第３１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 

近年、海士の子どもは、人や自然に囲まれているにもかかわら

ず、人と自然に浸る体験が十分とは言えません。島の未来を担う

人材育成には不可欠なことであり、中央公民館では、第一に子

ども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

業を更に充実させます。稲作農業体験を主な活動内容として、

年間１０回程度実施し、親子で参加できるよう一貫した内容で実

施して参ります。第二は、「ふるさと再発見ツアー」ですが、２８年

度は地域の自然や隠れた文化・文化財を中心に実施して参りま
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した。新年度はこれらに加えて島後の島を巡る再発見ツアーを

計画して参ります。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、６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。新年度より「島の子

育て魅力化プロジェクト」として「あまマーレ」や町内の自然のフィ

ールドを使った子育ての支援を実施して参ります。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て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〕 

昨年から「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

います。 

先頃行われた島前高校の２９年度の推薦入試志願者数は定

員の約２倍となる 49 名と、昨年に引き続き県内トップの水準とな

りました。また、島前三町村からの入学希望者も目標としていた７

割を超え、８割を上回るなど近年最も高い水準となりました。これ



- 27 - 

も、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

お借りして厚く御礼を申し上げたいと存じます。 

本格的に動き出した「新魅力化構想」に基づき、地域に飛び

込む「地域課題解決型」学習の充実はもちろん、地域を飛び出

す「国際交流」や「海外実践」の充実にも取り組み、ICT（通信情

報技術）も活用しながら、国や地域、世代を超えた交流を重ねる

ことで、志ある未来の｢グローカル人材｣を育成して参ります。今

後も多くの苦難や試練が予想されますが、この構想を島前地域

一丸となって持続可能な取り組みにしていくために、更に全力で

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いただきました提出議案は、平成２９

年度一般会計予算、 5２億４千４８５万９千円（対前年比１.６９％

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４億１千６６０万５千円（対前年比７．７

８％増）、診療施設勘定特別会計４億２千５３０万６千円（対前年

比３．６２％減）、歯科診療施設勘定特別会計５千３４７万６千円

（対前年比２．１４％減）、簡易水道特別会計２億１６８万７千円

（対前年比４．３５％減）、下水道特別会計３億２千８８７万２千円
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（対前年比５．９６％減）、後期高齢者特別会計８千４８７万６千円

（対前年比０．７２％減）となっており、各会計の総額は６７億５千

５６８万１千円（対前年比１．０４％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４件、公の施設の指定管理者の指定につい

てが１件の計１３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。 


