
雇用・定住・所得増に挑戦する活気あふれる伊仙
ま ち

   

 

 伊仙町は、昭和３７年の町制施行以来、これまで、第１次、第２次、第３次、さら

に第４次伊仙町総合計画(平成１７年度～平成２６年度)に基づき、町民一体となって、

様々なまちづくり施策を推進し、町勢の発展に努めて参りました。 

第４次総合計画策定期間には、「町民がまちづくりの主体」という理念のもと、「健

康長寿・癒しの伊仙
ま ち

」をキャッチフレーズに新たなまちづくりを推進してきました。 

 本町を取り巻く社会環境は、少子高齢化の急速な進展に伴う全国的な社会問題によ

り大きく変化してきて、その変化に対応する柔軟性が求められてきており、近年、国

の重点施策となった地方創生の推進により、地域の活性化策を講じ、課題解決を実行

する能力も自治体に求められています。 

このような時代背景の中で、「雇用・定住・所得増に挑戦する活気あふれる伊仙
ま ち

」を

キャッチフレーズとし、さらに、町の将来像である「保健医療・福祉が充実し、赤ち

ゃんからお年寄りまで健康に暮らせるまち」「農業の振興を中心に長命草など農産物を

活かした６次産業を立ち上がるまち」「世界自然遺産・定住促進に取り組み、交流人口

を増やすまち」の実現はもとより、平成２６年の合計特殊出生率が２．８１と全国第 1

位であり、「長寿世界一」を２名輩出した「長寿・子宝の町」として、全国の高齢化・

少子化施策の先進モデルとなるまちづくりを目指します。これらの町政全般にわたる

施策を実行していくため、「第５次伊仙町総合計画」を策定いたしました。 

この計画をこれから１０年間のまちづくりの指針とし、これに基づいた各種施策の

推進を官民一体となって積極的に取り組んで参りたいと存じますが、平成２３年の「地

方自治法の一部を改正する法律」により、計画策定にあたって議会の議決を経るかど

うかは自治体の判断に委ねることとなり、本計画は、町内有識者で構成する伊仙町振

興計画審議会に諮問のうえ、策定しました。 

町議会並びに町民の皆様にご理解いただき、計画実行に際しては、ご指導・ご鞭撻

の程、よろしくお願い申し上げます。 

 最後に、本計画策定にあたり、貴重なご意見やご提言をいただきました町内外の皆

様をはじめ、熱心にご討議いただきました振興計画審議会、また、本計画策定等にご

指導を賜りました奄美群島広域事務組合の皆様に対しまして、心から感謝申し上げま

す。 

  平成２７年 ３月 

                          伊仙町長 大久保 明 
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第 1部 序論 

Ⅰ．総合計画策定の趣旨 

 伊仙町では平成１ ７ 年に町政運営の指針として「健康長寿・癒しの伊仙
ま ち

 第４ 次 伊仙町総合計

画」を策定し、「町民がまちづくりの主体」という理念のもと、健康で生きがいのある豊かな地域社

会の形成を目指し、施策・事業を推進してきました。 

 しかしながら、過疎・高齢化に歯止めがかからず、若年層を中心として就職・進学等による人口流

出が続き担い手不足、また、国や県との所得格差は大きく、地域社会の活力の弱さという課題を抱え

ています。 

 一方で、「奄美・琉球」世界自然遺産候補地となる程、美しい景観を保ち、希少価値のある動植

物も多く生息する豊かな自然環境、島唄や闘牛といった独自の伝統文化、「徳之島カムィヤキ陶器窯」

に代表される歴史、「長寿世界一」を２ 名輩出し、合計特殊出生率全国１ 位（平成２ ６ 年）となる

「長寿」・「子宝」等、他にはない価値と魅力があり、この１ ０ 年でこれらを有効活用した様々な取

組を行い、着実に成果を挙げています。 

 第４ 次総合計画は平成２ ６ 年度を目標年次と定めており、この度終了しますが、本町を取り巻く社

会、経済情勢も変化していて、企業誘致や６ 次産業といった、将来に発展の可能性を秘めた施策への

転換期を迎える事から、これらに対応した町政運営が求められています。 

町の財政計画とも整合して、価値と魅力ある資源をより有効に活用し、新たな可能性ある施策を町

で推進していくため、第５ 次総合計画では「雇用・定住・所得増に挑戦する（チャレンジする）活気

あふれる伊仙（まち）」を新たなキャッチフレーズに、今後のまちづくりを計画的に進めていきます。 

 

Ⅱ．計画の特性 

 この計画は、「かごしま地域将来ビジョン」や「奄美群島振興開発計画」との整合性を保ちながら、

新しい目標年次を平成３ ６ 年度、すなわち２ ０ ２ ４ 年度に置きます。 

町民・各種団体と行政が一体となるのはもちろんのこと、国や県、また奄美群島振興開発事業を通

じて、奄美群島広域事務組合や群島他の市町村の連携・協力を得るため、地元１ ２ 市町村の意見が

反映された「奄美群島成長戦略ビジョン」を取り入れた計画を策定します。 

 また近年、国の重点施策となった地方創生の推進により、これから策定する『まち・ひと・しごと創

生「長期ビジョン」』との整合性も併せ持つ計画とします。 

Ⅲ．「奄美群島成長戦略ビジョン」との整合性 

 平成 25年度に期限切れとなる奄美群島振興開発特別措置法（奄振法）の改正・延長にあわせて、

今後の奄美群島のあるべき姿や、雇用創出のための方策を群島内の各島分科会において民間の意見

も反映して作成した「奄美群島成長戦略ビジョン」を実現させるため、本町においても財政計画と連

動して実施計画を作成し、ビジョン実施計画に掲載する事業を広域事務組合に提出します。 

 そうすることで、群島１ ２ 市町村が国に求め実現した「奄美群島成長戦略推進交付金」によって、

必要な予算（国費）をより確実に確保でき、本町の計画も奄美群島成長戦略ビジョンと整合性を持っ

て実施できるものと考えます。         ＜奄美群島広域事務組合提供資料より一部抜粋＞  
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Ⅳ．計画の構成と期間 

 

１ ．基本構想＜１ ０ 年計画＞  

基本構想は本町の将来を長期的に展望し、まちづくりの基本理念と町の将来像を示すとともに、これ

を実現するための基本方針等を明らかにし、総合的かつ計画的な町政運営の指針となるべきものであ

り、その計画期間は平成２ ７ 年度から平成３ ６ 年度までの１ ０ 年間とします。 

 

２ ．基本計画＜前期３ 年間計画＞  

 基本計画は基本構想を受け、本町の現状と課題を把握したうえで、基本政策を達成するための施策

の体系を示すものであり、その計画期間は平成２ ７ 年度から平成２ ９ 年度までの前期３ 年間、平成

３ ０ 年度から平成３ ３ 年度までの中期４ 年間、平成３ ４ 年度から平成３ ６ 年度までの後期３ 年間と

します。 

  

３ ．実施計画＜毎年度のローリング※１ 計画＞  

 実施計画は基本計画で体系化した施策を計画的かつ効率的に実施するために、必要な事業を示す

ものであり、財政計画との整合性を図り、個別事業を位置づける具体的な計画として、期間ごと更新

する※ローリング方式とします。 

 

平成 27年度         平成 31年度         平成 36年度 

 

 

 

 

 

 

※ ローリング ＝現実と長期計画のズレを埋めるために、施策・事業の見直しや部分的な修正を定期的に行って

いく手法のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画（毎年度ローリング） 
評価・見直し（前期３年）●評価・見直し（中期４年）●評価・総括（後期３年）● 

前期基本計画（３年） 中期基本計画（４年） 

基本構想（１０年間） 

後期基本計画（３年） 

第５次伊仙町総合計画 

3 
 

 

第２部 基本構想・基本計画 

Ⅰ．「第５次伊仙町総合計画」将来像 

 

 本町では、第４次総合計画において当時の将来像である目標を下記のように定めて、町政を運営

してきました。 

 

 

○ 活力と潤いのあるまちづくり 

     

○ 住みよい生活空間作りで安心して暮らせるまちづくり 

     

○ 魅力ある歴史・文化・伝統を大切にし、子々孫々に誇れるまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 これらのまちづくりを推進しつつも、さらなる町勢発展を図るため、この度、役場職員・審議員

を対象としたアンケートを行い、過去や現在の町政運営を踏まえて、１０年後の将来像を選定しま

した。（下記のとおり） 

 

    

○ 保健医療・福祉が充実し、赤ちゃんからお年寄りまで健康に暮らせるまち 

     

 

○ 農業の振興を中心に産業が立ち上がるまち 

     

 

○ 世界自然遺産登録・定住促進に取り組み、交流人口を増やすまち 

 

 

 この３つの将来像を町政運営の指針として、今後１０年間の施策に反映させるため、「重点プロ

ジェクト」として「奄美群島成長戦略ビジョン」重点５分野（農業・観光/交流・情報・文化・定

住）とともに、実施計画を策定します。 
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 この３つの将来像を町政運営の指針として、今後１０年間の施策に反映させるため、「重点プロ

ジェクト」として「奄美群島成長戦略ビジョン」重点５分野（農業・観光/交流・情報・文化・定

住）とともに、実施計画を策定します。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（１ ）長寿のまちづくり  ① 高齢者福祉対策 

【現状と課題】 

・伊仙町においては、高齢化率が下表のとおり、１ ９ 年前から６ .７ ポイント上昇しており、高齢化が 

加速するなか、地域の相互扶助機能の向上のため、地域福祉への積極的な参加及び地域での見守 

り・支え合い体制の推進が必要であります。 

・福祉政策推進のため、社会福祉協議会・民生委員・各関連機関との更なる連携強化が必要であり 

ます。 

・高齢者の一人暮らしや要配慮者を対象に災害時の要配慮者台帳登録の説明を行い、本人の同意の 

下で台帳登録して、災害時支援システムで台帳管理しています。 

・民生委員や関係者への情報提供を行い、随時情報を受け付けていますが、平常時の見守り体制整 

備や災害時の要配慮者の避難支援体制整備は、不十分であります。 

・災害発生時における要配慮者への支援を適切かつ、円滑に実施するための連携体制整備が課題で 

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

〔高齢者の生きがいづくり〕 

・集落での連帯感、さらには各集落間、そして町全体の連帯感を高め、互いに支え合えるよう支援し 

ます。また、高齢者の健康づくりや社会参画を積極的に支援します。 

 

高齢者スポーツ大会                 防災訓練 

国勢調査年 
高齢化率（％） 

徳之島町 天 城 町 伊 仙 町 

平成 ７  年 ２ ２ .８  ２ ５ .１  ２ ７ .２  

平成１ ２ 年 ２ ５ .４  ２ ９ .８  ３ １ .７  

平成１ ７ 年 ２ ６ .３  ３ ０ .５  ３ ４ .５  

平成２ ２ 年 ２ ７ .２  ３ １ .５  ３ ４ .９  

平成２ ６ 年３ 月末 
（各町住民生活・ 

町民生活課） 
２ ８ .４  ３ １ .４  ３ ３ .９  
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〔要配慮者に対する災害対策〕 

・高齢者や障がい者等の要配慮者が安心して暮らせるように、集落における見守りや災害時の避難支 

援体制整備を推進していきます。 

 また、地域活動をとおして高齢者の一人暮らし世帯や認知症高齢者の見守りができるよう、地域支 

え合い体制づくりに努めます。 

 

【目標】 

・地域福祉活動を積極的に支援しつつ、各関連団体、各関連機関の連携の強化に努めます。 

また、地域住民が平常時から災害時の避難支援を的確に実施できるよう地域の要配慮者を把握し、 

災害時に自力で避難出来ない要配慮者の避難誘導が行える体制を構築します。 

更には、自助、互助力を高め、安心、安全体制の強化を図ります。 

 

【施策の概要】 

・各関連団体、各関連機関と連携しつつ、住民の福祉に対する関心と理解を深め、福祉活動への積 

極的参加を促します。また、地域福祉の根幹である自助・互助・共助・公助のバランスのとれた福祉 

政策を推進します。 

・災害時要配慮者台帳における登録等の推進を行い、災害時支援システムとの連携を推進し、要配慮 

者等を把握し、台帳を更新していきます。 

・行政・福祉関係機関・消防・防災組織・地域住民が役割分担し、災害時の避難がスムーズに行え 

るよう、災害対策本部への支援を推進します。 

 
 

 

 

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 
合計 6,844 6,435 6,020 5,605 5,227 4,903 4,613
75歳以上 1,509 1,546 1,419 1,346 1,399 1,473 1,486
65～74歳 881 779 936 1,026 936 702 543
15～64歳 3,478 3,203 2,856 2,510 2,220 2,085 1,963
0～14歳 976 907 809 723 672 643 621
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将来推計人口 （伊仙町） 
0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上 

棒グラフ上の数字は７５歳以上の数値  

日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計：国立社会保障・人口問題研究所）  
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（１）長寿のまちづくり  ② 介護保険事業 

【現状と課題】 

・介護保険制度は、高齢者等の方々が介護を必要とする状態となっても、住み慣れた地域で自立 

した生活ができるよう社会全体で支えるために、平成１２年度よりスタートいたしました。 

社会全体の高齢化が加速するなか、伊仙町におきましても高齢化率 33.9％（町民の約３人に１

人が６５歳以上の高齢者）と、高齢化が進んでいます。また、要介護認定者数については、下表

１のとおりとなっています。 

制度がスタートし、平成１５年をピークに平成１７年以降は６００人台を切り、そこから序々 

に減少しています。 

しかし、制度が始まって以降、要介護認定者の加齢による重度化などにより、要介護２以上の 

認定者の割合が増え給付費が年々増加しています。 

 

伊仙町要介護度別認定者数推移
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（  単位千円 ）

施設サービス 259,744,348 273,049,413 303,228,061 

地域密着型サービス 164,947,491 176,559,111 179,325,306 

介護給付費用推計 738,696,781 768,537,937 808,199,359 

介護予防給付費 48,105,090 40,778,205 34,375,069 

平成23年度 平成24年度 平成25年度

（  表 ２ ）
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【基本方針】 

〔介護給付適正化〕 

・持続可能な介護保険制度を構築するため、介護給付の適正化を図り利用者に対する適切な介護

サービスを確保するとともに、不適切な給付は削減し、介護給付費や介護保険料の増大を抑制しま

す。 

 

〔地域包括ケアシステムの構築〕 

・団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え、重度な要介護状態となっても住み慣れた地 

域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的 

に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。 

 

 
 

【目標】 

・地域包括支援センター、保健センターを中心に、介護予防強化を図ります。 

また、医療・介護・行政そして地域住民の連携により地域包括ケアシステムの構築を実現し、要 

介護状態となっても住み慣れた地域で支え合いながら暮らしていけるまちづくりを目指します。 

 

【施策の概要】 

○介護給付適正化事業 

・住宅改修の点検、福祉用具の貸与、ケアプランチェックなどにより過剰給付、または不適切な給 

付を削減し適切な介護保険制度の構築に努めます。 

○第６期介護保険事業計画策定（平成２６年度策定） 

・地域密着型サービス事業所指定及び指導・監査。 

・地域密着型サービス事業所への定期的な指導・監査または、研修会等を行なう事により、各事業

所の質の向上を促進します。  
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・地域密着型サービス事業所への定期的な指導・監査または、研修会等を行なう事により、各事業

所の質の向上を促進します。  
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（１）長寿のまちづくり  ③ 敬老祝金 

【現状と課題】 

・敬老祝金については、毎年開催している各集落まちづくり座談会の意見交換で、「当該祝金を子 

ども達に使ってほしい。」という住民の方から要望があり、平成２４年度から新条例を施行し支給 

しています。 

 旧条例からの変更点は、下記のとおりです。 

                               平成２６年度現在 

旧 条 例 新 条 例 

適 用 年額（円） 適 用 年額（円） 

…毎年９月１日の基準日
において年齢が８０歳以
上の者とする 

 毎年度末において
次条に該当する者
とする 

 

８０歳以上８４歳まで 5,000 ８５歳 10,000 

８５歳以上８９歳まで 8,000 ８８歳 10,000 

９０歳以上９９歳まで 15,000 ９０歳以上９９歳

まで 

10,000 

１００歳以上１１０歳まで 80,000  同 左 同 左 

１１１歳以上 360,000 同 左 同 左 

 

【基本方針】 

○「長寿・子宝」宣言（平成２５年１０月２６日） 

１○私たちは、奄美群島がもつ「長寿・子宝」の優位性に改めて目を向け、これまでに培われた

文化やゆいの精神、「子は宝」の価値観を大切にしていきます。 

１○私たちは、それぞれの地域で、行政・自治体・NPOなどの多くの島民が連携を図り、「長寿・

子宝・癒し」の優位性を活かし、奄美群島の自立的発展につながる取組を推進していきます。 

１○私たちは、奄美群島全体で「長寿・子宝」の地域づくりを一層進め、少子高齢化を乗り越え

るモデル社会として全国にアピールしていきます。 

 

・国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと 

創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向」を本町の長寿・子宝についても定め、基 

本方針とします。 

 

【目標】 

・国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しご 

と創生に関する目標」を本町も定めます。 

 

【施策の概要】 

・長寿と子宝の双方が、相乗効果をもたらしているこの地域の特性は、少子高齢化施策に反映でき 
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うる可能性を秘めています。 

・今後はその要因をさらに調査分析し、活用出来うる施策立案のための専門的知見が必要です。 

・今後、国が進める少子化対策を新たなステージへ高める観点から、この取組を国の少子化危機突 

破のためのモデルとして、反映していただき、その成果を国内の他地域へ波及できる体制づくりや 

事業推進に向けての財政的支援を国に要望しながら、町の施策を進める所存です。 

・国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しご 

と創生に関し、講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項」を本町も今後の 

施策に取り入れ、実行していきます。 

 

 

 
新１００歳の方への敬老祝金 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（１）長寿のまちづくり  ③ 敬老祝金 

【現状と課題】 

・敬老祝金については、毎年開催している各集落まちづくり座談会の意見交換で、「当該祝金を子 

ども達に使ってほしい。」という住民の方から要望があり、平成２４年度から新条例を施行し支給 

しています。 

 旧条例からの変更点は、下記のとおりです。 

                               平成２６年度現在 

旧 条 例 新 条 例 

適 用 年額（円） 適 用 年額（円） 

…毎年９月１日の基準日
において年齢が８０歳以
上の者とする 

 毎年度末において
次条に該当する者
とする 

 

８０歳以上８４歳まで 5,000 ８５歳 10,000 

８５歳以上８９歳まで 8,000 ８８歳 10,000 

９０歳以上９９歳まで 15,000 ９０歳以上９９歳

まで 

10,000 

１００歳以上１１０歳まで 80,000  同 左 同 左 

１１１歳以上 360,000 同 左 同 左 

 

【基本方針】 

○「長寿・子宝」宣言（平成２５年１０月２６日） 

１○私たちは、奄美群島がもつ「長寿・子宝」の優位性に改めて目を向け、これまでに培われた

文化やゆいの精神、「子は宝」の価値観を大切にしていきます。 

１○私たちは、それぞれの地域で、行政・自治体・NPOなどの多くの島民が連携を図り、「長寿・

子宝・癒し」の優位性を活かし、奄美群島の自立的発展につながる取組を推進していきます。 

１○私たちは、奄美群島全体で「長寿・子宝」の地域づくりを一層進め、少子高齢化を乗り越え

るモデル社会として全国にアピールしていきます。 

 

・国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと 

創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向」を本町の長寿・子宝についても定め、基 

本方針とします。 

 

【目標】 

・国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しご 

と創生に関する目標」を本町も定めます。 

 

【施策の概要】 

・長寿と子宝の双方が、相乗効果をもたらしているこの地域の特性は、少子高齢化施策に反映でき 
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うる可能性を秘めています。 

・今後はその要因をさらに調査分析し、活用出来うる施策立案のための専門的知見が必要です。 

・今後、国が進める少子化対策を新たなステージへ高める観点から、この取組を国の少子化危機突 

破のためのモデルとして、反映していただき、その成果を国内の他地域へ波及できる体制づくりや 

事業推進に向けての財政的支援を国に要望しながら、町の施策を進める所存です。 

・国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しご 

と創生に関し、講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項」を本町も今後の 

施策に取り入れ、実行していきます。 

 

 

 
新１００歳の方への敬老祝金 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（１）長寿のまちづくり  ④ 健康長寿のまちづくり 

【現状と課題】 

・伊仙町は長寿者が多いといわれる奄美群島の中でも特に 90歳以上の長寿者が多い町です。 

しかし、働き盛りの 30代～40代の死亡率が高く早世の現状にあり、長寿と早世が二極化した現 

状にあります。 

こうした課題に対して、町民の健康に関する意識の高揚と生活習慣改善など 1次予防を強化し、

住民の健康に関する意識の普及啓発を図る必要があります。その対策として、または長寿のまち・

子宝のまちの推進を図るため、イベント開催等により住民に健康増進に関する周知の必要がありま

す。 

 

 平成 25年度のダイエットツアー 

【基本方針】 

・早世対策として、食の改善については食生活改善推進員連絡協議会や直売所“百菜”との連携、 

健康運動習慣の定着に向けては「ほーらい館」との連携を強化し、ほーらい館プログラムの充実と 

地域公民館等での運動の普及への協力支援体制を強化します。 

・長寿世界一ウォーキング大会等のイベント開催により、「健康・長寿のまち」を町内外に PRを図 

ります。 

・ダイエットアイランドプロジェクトの推進にあたり、健康プログラムの作成と運営支援、健康食 

プログラム作成と実施に関する協力を行います。 

 

屋外での運動プログラム 
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【目標】 

・早世対策としての各イベント開催や 1次予防などの普及啓発により、住民の健康意識の高揚を図 

り、住民の健康行動につながり、生活習慣病の発症予防、重症化予防を行います。 

 

【施策の概要】 

・65歳以上の介護予防や 1次予防としては、包括支援センターとほーらい館の連携に関して必要 

に応じ、協力支援を行います。 

・性別、年齢別等の対象に応じた健康運動プログラムの実施に向け、必要に応じ協力支援を行いま 

す。 

・各プログラム実施において、救護など保健医療スタッフとしての協力支援を行います。 

・長寿世界一ウォーキング大会を継続実施し、長寿のまちの推進を図ります。 

・ダイエットアイランドプロジェクトの推進にあたり、民間参入による島内全域のプログラム運営 

により、徳之島の健康や観光、または産業の発展につながるプログラムづくりの推進の支援を行い 

ます。 

 

 

ダイエットツアー献立・カロリー表示 

 

 

   集落での遊ばーディ運動プログラム 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（１）長寿のまちづくり  ④ 健康長寿のまちづくり 

【現状と課題】 

・伊仙町は長寿者が多いといわれる奄美群島の中でも特に 90歳以上の長寿者が多い町です。 

しかし、働き盛りの 30代～40代の死亡率が高く早世の現状にあり、長寿と早世が二極化した現 

状にあります。 

こうした課題に対して、町民の健康に関する意識の高揚と生活習慣改善など 1次予防を強化し、

住民の健康に関する意識の普及啓発を図る必要があります。その対策として、または長寿のまち・

子宝のまちの推進を図るため、イベント開催等により住民に健康増進に関する周知の必要がありま

す。 

 

 平成 25年度のダイエットツアー 

【基本方針】 

・早世対策として、食の改善については食生活改善推進員連絡協議会や直売所“百菜”との連携、 

健康運動習慣の定着に向けては「ほーらい館」との連携を強化し、ほーらい館プログラムの充実と 

地域公民館等での運動の普及への協力支援体制を強化します。 

・長寿世界一ウォーキング大会等のイベント開催により、「健康・長寿のまち」を町内外に PRを図 

ります。 

・ダイエットアイランドプロジェクトの推進にあたり、健康プログラムの作成と運営支援、健康食 

プログラム作成と実施に関する協力を行います。 

 

屋外での運動プログラム 
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【目標】 

・早世対策としての各イベント開催や 1次予防などの普及啓発により、住民の健康意識の高揚を図 

り、住民の健康行動につながり、生活習慣病の発症予防、重症化予防を行います。 

 

【施策の概要】 

・65歳以上の介護予防や 1次予防としては、包括支援センターとほーらい館の連携に関して必要 

に応じ、協力支援を行います。 

・性別、年齢別等の対象に応じた健康運動プログラムの実施に向け、必要に応じ協力支援を行いま 

す。 

・各プログラム実施において、救護など保健医療スタッフとしての協力支援を行います。 

・長寿世界一ウォーキング大会を継続実施し、長寿のまちの推進を図ります。 

・ダイエットアイランドプロジェクトの推進にあたり、民間参入による島内全域のプログラム運営 

により、徳之島の健康や観光、または産業の発展につながるプログラムづくりの推進の支援を行い 

ます。 

 

 

ダイエットツアー献立・カロリー表示 

 

 

   集落での遊ばーディ運動プログラム 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（１）長寿のまちづくり  ⑤ 後期高齢者医療制度 

【現状と課題】 

○ 制度の存続問題 

・平成２０年度に始まり５年間という期限付きでスタートした後期高齢者医療制度であるが、現在 

は、「当面の間、現行制度を見直しながら存続させていく。」という不安定な状況に置かれています。

新制度の創設という抜本的な改革がなされるのか、それとも現行制度を基にしながら、部分的な 

見直しや改正で運用を続けるのか、国の動向を注視していく必要があります。 

○ 医療費の増加と収納対策 

・県全体においても町においても、医療費の増加が止まりません。75 歳以上の方を対象とする健

康保険のため、若い世代からの補助も受けているが、それが限界に達しつつあります。 

長寿健診による病気の早期発見・重症化予防に力を入れなければ、保険料の増額につながり収納

状況の更なる悪化という事態が予想されます。 

 

【基本方針】 

・「しばらくこの制度が続く。」との方針で臨み、制度の健全運営に取り組みます。 

・医療費抑制と被保険者の健康増進のため、長寿健診の受診勧奨を徹底します。治療が必要という 

健診結果が出た被保険者に対しては、医療機関の受診・治療を積極的に促して、重症化予防に努め 

ます。 

・徴収対策を強化し、保険財政の安定化を図ります。 

 

 

【目標】 

・長寿健診の受診率 50％（実数：350～400名） 

・保険料の徴収率 100％（平成 25年度実績 現年分：99.1％ 滞納繰越分：100.0％） 

 

 

【施策の概要】 

・長寿健診の受診率向上を図ります。 

 □保健センターと連携して、受診の呼びかけを徹底します。 

 □受診機会を増やします。 

・徴収対策の強化。 

 □保険証交付時や各種手続時の徴収、戸別訪問を積極的に行います。 

 

 

 

 

 

健診で重症化を予防 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（２）子宝のまちづくり  ① 子育て（母子保健事業） 

【現状と課題】 

・現在日本で大きな問題となっている少子高齢化。伊仙町においては、長寿者の比率が高く、合計 

特殊出生率が全国第１位ということから、長寿・子宝の町として注目されています。 

・妊娠期（母子手帳発行から出産まで）においては、マタニティ教室への積極的参加が得られず、 

妊婦へ接触する機会が少ないため、必要な支援が出来ていません。また、島内の医療ではハイリス 

ク妊婦への対応が難しい現状です。働く妊婦が多い中、ニーズに添った妊娠期への支援を充実させ、 

安心・安全に出産が迎えられるような体制について検討する必要があります。 

・乳幼児期においては、乳幼児健診の受診率向上及び、健診で要フォローとなった対象児への支援 

体制システムが手薄な状況です。近年、「気になる子」（発達障がい）の早期気づき、早期療育が 

求められる中、町内の住民の発達障がいや療育への理解が乏しく、敷居が高いため、なかなか支援 

に繋ぎにくい。また、各専門職の知識不足やスキルの問題などに対する対策も検討する必要があり 

ます。 

 

【基本方針】 

・安心・安全な妊娠・出産の実現や子どもの健やかな成長発達を促進するため、保健、医療、福祉 

及び教育などの関係機関の連携を強化します。 

・各専門職のスキルアップを目指します。 

 

【目標】 

・「産みやすく、育てやすい社会」にするための社会的サポートの充実を図ります。 

・妊娠期は、マタニティ教室に加え、母子栄養食品の支給時（牛乳券発行時）を有効に活用し、必 

要に応じた支援を行います。 

・ハイリスク妊産婦のリスク回避に努め、緊急搬送を防ぎます。 

・乳幼児健診受診率１００％を目指します。また、脱漏者がいる場合は、追跡を確実に行います。 

・乳幼児健診で要フォローとなった対象児に関しては、通園先との連携やフォロー親子教室への参 

加を促し、母子の困り感を解決に導くために、地域で見守るサポート体制を作ります。 

・各専門職のスキルアップや、住民等に対する発達障がい・療育に関する周知を目的とした研修会 

を実施します。 

・合計特殊出生率 2.81を維持もしくは向上させられるよう、環境づくり等整備を行い、特殊出生 

率が高いだけでなく、安心安全な手厚い子育て支援をさらに強化させ、子宝の島を発信します。 

 

【施策の概要】 

・安心・安全な妊娠・出産及び子どもの健やかな成長発達支援（子育てサロン“にこにこママ”の

開催等）の推進。 

・妊娠期支援の充実。 

・乳幼児健診受診率向上及び健診内容の見直し。（鹿児島県母子保健事業マニュアルの活用） 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（１）長寿のまちづくり  ⑤ 後期高齢者医療制度 

【現状と課題】 

○ 制度の存続問題 

・平成２０年度に始まり５年間という期限付きでスタートした後期高齢者医療制度であるが、現在 

は、「当面の間、現行制度を見直しながら存続させていく。」という不安定な状況に置かれています。

新制度の創設という抜本的な改革がなされるのか、それとも現行制度を基にしながら、部分的な 

見直しや改正で運用を続けるのか、国の動向を注視していく必要があります。 

○ 医療費の増加と収納対策 

・県全体においても町においても、医療費の増加が止まりません。75 歳以上の方を対象とする健

康保険のため、若い世代からの補助も受けているが、それが限界に達しつつあります。 

長寿健診による病気の早期発見・重症化予防に力を入れなければ、保険料の増額につながり収納

状況の更なる悪化という事態が予想されます。 

 

【基本方針】 

・「しばらくこの制度が続く。」との方針で臨み、制度の健全運営に取り組みます。 

・医療費抑制と被保険者の健康増進のため、長寿健診の受診勧奨を徹底します。治療が必要という 

健診結果が出た被保険者に対しては、医療機関の受診・治療を積極的に促して、重症化予防に努め 

ます。 

・徴収対策を強化し、保険財政の安定化を図ります。 

 

 

【目標】 

・長寿健診の受診率 50％（実数：350～400名） 

・保険料の徴収率 100％（平成 25年度実績 現年分：99.1％ 滞納繰越分：100.0％） 

 

 

【施策の概要】 

・長寿健診の受診率向上を図ります。 

 □保健センターと連携して、受診の呼びかけを徹底します。 

 □受診機会を増やします。 

・徴収対策の強化。 

 □保険証交付時や各種手続時の徴収、戸別訪問を積極的に行います。 

 

 

 

 

 

健診で重症化を予防 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（２）子宝のまちづくり  ① 子育て（母子保健事業） 

【現状と課題】 

・現在日本で大きな問題となっている少子高齢化。伊仙町においては、長寿者の比率が高く、合計 

特殊出生率が全国第１位ということから、長寿・子宝の町として注目されています。 

・妊娠期（母子手帳発行から出産まで）においては、マタニティ教室への積極的参加が得られず、 

妊婦へ接触する機会が少ないため、必要な支援が出来ていません。また、島内の医療ではハイリス 

ク妊婦への対応が難しい現状です。働く妊婦が多い中、ニーズに添った妊娠期への支援を充実させ、 

安心・安全に出産が迎えられるような体制について検討する必要があります。 

・乳幼児期においては、乳幼児健診の受診率向上及び、健診で要フォローとなった対象児への支援 

体制システムが手薄な状況です。近年、「気になる子」（発達障がい）の早期気づき、早期療育が 

求められる中、町内の住民の発達障がいや療育への理解が乏しく、敷居が高いため、なかなか支援 

に繋ぎにくい。また、各専門職の知識不足やスキルの問題などに対する対策も検討する必要があり 

ます。 

 

【基本方針】 

・安心・安全な妊娠・出産の実現や子どもの健やかな成長発達を促進するため、保健、医療、福祉 

及び教育などの関係機関の連携を強化します。 

・各専門職のスキルアップを目指します。 

 

【目標】 

・「産みやすく、育てやすい社会」にするための社会的サポートの充実を図ります。 

・妊娠期は、マタニティ教室に加え、母子栄養食品の支給時（牛乳券発行時）を有効に活用し、必 

要に応じた支援を行います。 

・ハイリスク妊産婦のリスク回避に努め、緊急搬送を防ぎます。 

・乳幼児健診受診率１００％を目指します。また、脱漏者がいる場合は、追跡を確実に行います。 

・乳幼児健診で要フォローとなった対象児に関しては、通園先との連携やフォロー親子教室への参 

加を促し、母子の困り感を解決に導くために、地域で見守るサポート体制を作ります。 

・各専門職のスキルアップや、住民等に対する発達障がい・療育に関する周知を目的とした研修会 

を実施します。 

・合計特殊出生率 2.81を維持もしくは向上させられるよう、環境づくり等整備を行い、特殊出生 

率が高いだけでなく、安心安全な手厚い子育て支援をさらに強化させ、子宝の島を発信します。 

 

【施策の概要】 

・安心・安全な妊娠・出産及び子どもの健やかな成長発達支援（子育てサロン“にこにこママ”の

開催等）の推進。 

・妊娠期支援の充実。 

・乳幼児健診受診率向上及び健診内容の見直し。（鹿児島県母子保健事業マニュアルの活用） 
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・要フォロー児の支援体制の整備。 

・“合計特殊出生率全国第１位”や“子宝の町”として注目を浴びている伊仙町。「子
くわあ

どぅ宝（授

かりものである子どもは全ての人にとっての宝）」という精神文化が根付いており、親・家族・親

戚・地域一体が子育てを応援する精神基盤が存在します。このような風習を今後も引き継いでいき、

更に子育てに優しい町づくりを目指します。 

妊娠期支援においては、①妊婦のニーズを把握し、マタニティ教室の内容を見直します。②母子

栄養食品（牛乳券）支給の機会を利用し、必要に応じた個別指導を実施します。③すべての妊婦が

安心・安全に出産が迎えられるよう支援していきます。 

また、要フォロー児の受け皿として、フォロー親子教室“スマイル”を継続し、療育までの観察

及びつなぎの場としての機能を併せもつものとします。その他、就園先や各専門職との連携を図り、

子どもが健やかに成長・発達していけるよう、地域での見守り体制を構築すると同時に、関係スタッ

フのスキルアップも図っていきたいと考えます。 

 

 

 

 

親子教室「にこにこママ」 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（２）子宝のまちづくり  ② 子育て（保育・支援） 

【現状と課題】 

（保育） 

・合計特殊出生率全国第 1位の「子宝のまち・伊仙」であるが、少子化・核家族化及び高齢化が進

行し、「子
くわあ

どぅ宝」の精神の伊仙町としては、地域全体で児童・生徒等の健全育成を図ると共に地

域力を生かした子ども・子育て(保育)を図ることが大切である。 

 保育の基本は、一人ひとりの子どもの主体性を尊重し、自らさまざまな環境の中で多様な体験を

学ぶことにより、安定した生活を送り(養護面)、充実した活動(教育面)が出来るようにする事であ

る。そのために、保育士等は子ども達の発達に必要な体験を積み重ねていくことが出来る環境を整

え、一人ひとりの子どもの状態(現状)を理解し、本人の自主性や主体性を尊重して計画的に進めて

いくことが大前提である。 

そのための方策として、全国的にも不足している保育士の人材確保・育成等の急務を要します。

その他、学童保育等の充実運営のための施設や有資格者の確保も緊急課題です。 

平成 27年よりスタートの「子ども・子育て支援新体制」の制度に沿った、地域に根ざした魅力

のある内容を盛り込んだ町独自の子育て支援に向けて検討していくことや子育て世帯の移住、定住

受け入れ体制を整備することが今後必要となります。 

そのひとつとして、保育士の賃金の見直しや保育士を目指す人達の受け皿としての授業料の奨学

金制度の提案です。本案では、資格を取り、地元に帰省することで人口及び少子化問題の解決に繋

がります。 

・子ども・子育て支援事業により、一人でも多くの保育士が誕生し、地元で結婚することに伴い、

地域はもとより人口減少に歯止めがかかり、少子化問題も解決できる方法となり、今後も継続する

ことにより課題解決となります。 

（支援） 

・加速する少子高齢化の現状が、国の重点課題となって久しいですが、本町においてはかねてより

長寿者の比率が高く、合計特殊出生率が平成 20 年度に引き続き、25 年度も全国１位であり、「長

寿・子宝のまち・伊仙」として注目されていて、各種子育て支援策を進めていますが、若い子育て

世代が町営住宅に入居できない等の理由から、町外に流出しているのが現状であります。 

 そのためには、平成 27年よりスタートの「子ども・子育て支援新体制」の制度に沿った、地域

に根ざした魅力のある内容を盛り込んだ町独自の子育て支援に向けて検討していくことや子育て

世帯の移住、定住受け入れ体制を整備することが今後必要となります。 

 

《子育て支援金》 

・本町では、平成１８年４月から「伊仙町子育て支援金支給条例」、平成２１年４月から「伊仙町 

子育て支援金支給条例施行規則」を制定し、出産児を祝福するとともに、次代を担う子供の健やか 

な成長を願い、また、少子化対策として子育て支援金を支給しています。 

◎第 1子 ５万円、第２子 １０万円、第３子以降（１子毎） １５万円 
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・要フォロー児の支援体制の整備。 

・“合計特殊出生率全国第１位”や“子宝の町”として注目を浴びている伊仙町。「子
くわあ

どぅ宝（授

かりものである子どもは全ての人にとっての宝）」という精神文化が根付いており、親・家族・親

戚・地域一体が子育てを応援する精神基盤が存在します。このような風習を今後も引き継いでいき、

更に子育てに優しい町づくりを目指します。 

妊娠期支援においては、①妊婦のニーズを把握し、マタニティ教室の内容を見直します。②母子

栄養食品（牛乳券）支給の機会を利用し、必要に応じた個別指導を実施します。③すべての妊婦が

安心・安全に出産が迎えられるよう支援していきます。 

また、要フォロー児の受け皿として、フォロー親子教室“スマイル”を継続し、療育までの観察

及びつなぎの場としての機能を併せもつものとします。その他、就園先や各専門職との連携を図り、

子どもが健やかに成長・発達していけるよう、地域での見守り体制を構築すると同時に、関係スタッ

フのスキルアップも図っていきたいと考えます。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（２）子宝のまちづくり  ② 子育て（保育・支援） 

【現状と課題】 

（保育） 

・合計特殊出生率全国第 1位の「子宝のまち・伊仙」であるが、少子化・核家族化及び高齢化が進

行し、「子
くわあ

どぅ宝」の精神の伊仙町としては、地域全体で児童・生徒等の健全育成を図ると共に地

域力を生かした子ども・子育て(保育)を図ることが大切である。 

 保育の基本は、一人ひとりの子どもの主体性を尊重し、自らさまざまな環境の中で多様な体験を

学ぶことにより、安定した生活を送り(養護面)、充実した活動(教育面)が出来るようにする事であ

る。そのために、保育士等は子ども達の発達に必要な体験を積み重ねていくことが出来る環境を整

え、一人ひとりの子どもの状態(現状)を理解し、本人の自主性や主体性を尊重して計画的に進めて

いくことが大前提である。 

そのための方策として、全国的にも不足している保育士の人材確保・育成等の急務を要します。

その他、学童保育等の充実運営のための施設や有資格者の確保も緊急課題です。 

平成 27年よりスタートの「子ども・子育て支援新体制」の制度に沿った、地域に根ざした魅力

のある内容を盛り込んだ町独自の子育て支援に向けて検討していくことや子育て世帯の移住、定住

受け入れ体制を整備することが今後必要となります。 

そのひとつとして、保育士の賃金の見直しや保育士を目指す人達の受け皿としての授業料の奨学

金制度の提案です。本案では、資格を取り、地元に帰省することで人口及び少子化問題の解決に繋

がります。 

・子ども・子育て支援事業により、一人でも多くの保育士が誕生し、地元で結婚することに伴い、

地域はもとより人口減少に歯止めがかかり、少子化問題も解決できる方法となり、今後も継続する

ことにより課題解決となります。 

（支援） 

・加速する少子高齢化の現状が、国の重点課題となって久しいですが、本町においてはかねてより

長寿者の比率が高く、合計特殊出生率が平成 20 年度に引き続き、25 年度も全国１位であり、「長

寿・子宝のまち・伊仙」として注目されていて、各種子育て支援策を進めていますが、若い子育て

世代が町営住宅に入居できない等の理由から、町外に流出しているのが現状であります。 

 そのためには、平成 27年よりスタートの「子ども・子育て支援新体制」の制度に沿った、地域

に根ざした魅力のある内容を盛り込んだ町独自の子育て支援に向けて検討していくことや子育て

世帯の移住、定住受け入れ体制を整備することが今後必要となります。 

 

《子育て支援金》 

・本町では、平成１８年４月から「伊仙町子育て支援金支給条例」、平成２１年４月から「伊仙町 

子育て支援金支給条例施行規則」を制定し、出産児を祝福するとともに、次代を担う子供の健やか 

な成長を願い、また、少子化対策として子育て支援金を支給しています。 

◎第 1子 ５万円、第２子 １０万円、第３子以降（１子毎） １５万円 
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へき地（５園）の運動会(伊仙町総合体育館) 

 

【基本方針】 

○「長寿・子宝」宣言（平成２５年１０月２６日） 

１ 私たちは、奄美群島がもつ「長寿・子宝」の優位性に改めて目を向け、これまでに培われた

文化やゆいの精神、「子どぅ宝」の価値観を大切にしていきます。 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと 

創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向」を本町の長寿・子宝についても定め、基 

本方針とします。 

（保育） 

・伊仙町では、平成２６年度に、子ども・子育て支援会議を実施して、子どもの視点に立った内容

の充実した「伊仙町子ども・子育て支援事業計画書」を作成します。 

保育の基本は、一人ひとりの子どもの自主性や主体性を尊重し、自らさまざまな環境の中で多様

な体験を行い行動することにより、地域社会で育みながら成長していくことが、保育士等の願いで

あり、生活環境を整えながら、次世代育成支援の総合的な推進を図っていきます。 

・町行政としては、今後も「子ども・子育て支援会議」と共に基本理念に従い、子どもの育ちを支 

える環境づくりに邁進し、地域社会の中で一人ひとりの子ども達が健やかに成長していける社会 

(地域力)を創り出して行くように努力します。 

 
へき地保育所の講習会（講師・幸徳保育園 幸多園長） 
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（支援） 

・子ども・子育て支援制度は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会の実現を

目指して創設し、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「保育の量的拡大・確保・教

育・保育の質的改善」「地域の子ども・子育て支援の充実」の３つの目的を掲げています。 

 

【目標】 

○伊仙町の取組を国の少子化危機突破のためのモデルとして、反映していただき、その成果を国内

の他地域へ波及させます。 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関する目標」を本町も定めます。 

（保育・支援）共通 

・全町民・地域・行政等が協働で子育てを支え、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・

子育て支援事業の提供に向けて、計画書を策定して、地域社会の中で子供たちが健やかに成長する

ことを願い、育むことが出来る環境づくりを目指すことを目的とします。 

また、今後は、放課後児童クラブの数も増やしていけるような事業活用の取組を進めていきたい

と考えております。 

＜例＞ 

５年から１０年後にかけて町内に提供できる放課後児童クラブが３ヶ所≒（東部・中部・西部）

の各１ヶ所ずつ）が確保されている状態を作り、地域独自の内容に沿った活動等を展開出来るよう

にします。 

●放課後児童クラブ（目標） 

 平成 26年（実績） 平成 31年（目標） 平成 36年（目標） 

確保したクラブ 

 

３６人 

１ヶ所 

６０人 

３ヶ所 

６０人 

３ヶ所 

実施したクラブ １ヶ所   

    

【施策の概要】 

（保育・支援）共通 

・平成２７年４月から施行される子ども・子育て支 

                     援法に基づき、保育・特定教育または放課後児童健 

全育                   成に関する事業の条例「子ども・子育て支援法」「家 

庭的保育事業」「児童福祉法」を制定しました。 

・現在、町にある認可保育所の運営基準を定める 

ものであり、将来これが、認定こども園に移行す 

る場合も適用されるものです。 

 

・家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定める条例は、５園のへき地保育所の運営に

関し、将来、事業展開していく際に必要とされるものです。また、放課後児童健全育成に関する

事業は、児童クラブの運営に関する基準です。 

・今後、本町だけではなく、徳之島全体の保育士等の研修会の実施を行う等、現場においての保

育士の資質向上を図ることにより、将来を担う子どもたちの心と身体の健やかな成長とともに教

育等の環境整備等に努めます。 

 
放課後児童クラブ 
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へき地（５園）の運動会(伊仙町総合体育館) 

 

【基本方針】 
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へき地保育所の講習会（講師・幸徳保育園 幸多園長） 
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（支援） 
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子育て支援事業の提供に向けて、計画書を策定して、地域社会の中で子供たちが健やかに成長する

ことを願い、育むことが出来る環境づくりを目指すことを目的とします。 

また、今後は、放課後児童クラブの数も増やしていけるような事業活用の取組を進めていきたい

と考えております。 

＜例＞ 

５年から１０年後にかけて町内に提供できる放課後児童クラブが３ヶ所≒（東部・中部・西部）

の各１ヶ所ずつ）が確保されている状態を作り、地域独自の内容に沿った活動等を展開出来るよう

にします。 

●放課後児童クラブ（目標） 

 平成 26年（実績） 平成 31年（目標） 平成 36年（目標） 

確保したクラブ 

 

３６人 

１ヶ所 

６０人 

３ヶ所 

６０人 

３ヶ所 

実施したクラブ １ヶ所   

    

【施策の概要】 

（保育・支援）共通 

・平成２７年４月から施行される子ども・子育て支 

                     援法に基づき、保育・特定教育または放課後児童健 

全育                   成に関する事業の条例「子ども・子育て支援法」「家 

庭的保育事業」「児童福祉法」を制定しました。 

・現在、町にある認可保育所の運営基準を定める 

ものであり、将来これが、認定こども園に移行す 

る場合も適用されるものです。 

 

・家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定める条例は、５園のへき地保育所の運営に

関し、将来、事業展開していく際に必要とされるものです。また、放課後児童健全育成に関する

事業は、児童クラブの運営に関する基準です。 

・今後、本町だけではなく、徳之島全体の保育士等の研修会の実施を行う等、現場においての保

育士の資質向上を図ることにより、将来を担う子どもたちの心と身体の健やかな成長とともに教

育等の環境整備等に努めます。 

 
放課後児童クラブ 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（２）子宝のまちづくり ③ 結婚（縁結び） 

【現状と課題】 

・伊仙町は、平成２１年に引き続き、２６年も合計特殊出生率全国第１位となるほど、子宝に恵ま

れた家庭も多い一方、町内に「働く場所」「住む場所」が不足していて、若い世代の居住が少なく、

男女の出会いの場があまり無く、未婚者が多い状況であります。 

この解決策として、国の補助事業を活用して平成２３年度にキュラシマ出会い事業「伊仙町ご縁

ツーリズム」を行い、関東，関西，中部地区など都市部から独身女性を招いて，町内の独身男性の

方々との出会いの場を提供する取組を行ったが、直接結婚に結び付いた例がなく、単年度の取組で

あったため、現在までその効果が現れていません。 

このような婚活イベントの取組は、今後町単独で行うのは財政的にも難しいので、同様な問題を

抱えている奄美群島内の取組（例、与論島「アイランドコンパ」）も参考に、官民連携して行う事

や国や県が少子化対策で進める婚活の各種事業を取り入れる事も検討し、課題解決に努めます。 

 
伊仙町ご縁ツーリズム 

【基本方針】 

・結婚（縁結び）の取組を行い、町の重点施策である子育て支援や、将来像である「赤ちゃんから

お年寄りまで健康に暮らせるまち」の取組推進に向けて、「長寿・子宝のまち伊仙町」の更なる情

報発信を行うため、独身・単身の方向けに「子育てがしやすい町」を売りにして「結婚して伊仙町

に住んでみませんか。」と、島内外に広くＰＲしていきます。 

               

【目標】 

●結婚（入籍）した数 ＜（実績）（目標）＞ 

 ※実績は、役場町民生活課窓口への届出分。 

 平成 22年度

（実績） 

平成 23年度

（実績） 

平成 24年度

（実績） 

平成 25年度

（実績） 

平成 26年度

（12月末現在） 

平成 31年度

（目標） 

結婚（入籍）した数 26 20 21 27 10 30 

・近年で入籍が最も多い平成 25年度の要因分析を行い、目標達成に向け取組を推進します。 
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【施策の概要】 

・今後町単独で婚活イベントを行う場合、同様な問題を抱えている奄美群島内の自治体他民間団体

との情報交換を密にして、今後の取組を進めます。 

 具体的には、与論島で行われている「アイランドコンパ」（与論町商工会青年部主催）の情報を

収集したり、単独開催する場合は、テレビのお見合い番組を誘致（申し込みが市町村単位のため）

また、徳之島三町合同開催も視野に婚活イベント開催を検討します。 

・県が少子化対策で進める「世話やきキューピッド事業」（ＮＰＯ法人「鹿児島県地域女性団体連

絡協議会」会員で組織）を活用し、出来れば町地域女性団体連絡協議会の方にも入っていただき、

結婚相手を探している独身男女から希望条件などを聞いて情報を集め、縁結びを応援できるよう、

行政と町地域女性団体連絡協議会が連携した受け皿組織の構築を図ります。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（２）子宝のまちづくり ③ 結婚（縁結び） 

【現状と課題】 

・伊仙町は、平成２１年に引き続き、２６年も合計特殊出生率全国第１位となるほど、子宝に恵ま

れた家庭も多い一方、町内に「働く場所」「住む場所」が不足していて、若い世代の居住が少なく、

男女の出会いの場があまり無く、未婚者が多い状況であります。 

この解決策として、国の補助事業を活用して平成２３年度にキュラシマ出会い事業「伊仙町ご縁

ツーリズム」を行い、関東，関西，中部地区など都市部から独身女性を招いて，町内の独身男性の

方々との出会いの場を提供する取組を行ったが、直接結婚に結び付いた例がなく、単年度の取組で

あったため、現在までその効果が現れていません。 

このような婚活イベントの取組は、今後町単独で行うのは財政的にも難しいので、同様な問題を

抱えている奄美群島内の取組（例、与論島「アイランドコンパ」）も参考に、官民連携して行う事

や国や県が少子化対策で進める婚活の各種事業を取り入れる事も検討し、課題解決に努めます。 

 
伊仙町ご縁ツーリズム 

【基本方針】 

・結婚（縁結び）の取組を行い、町の重点施策である子育て支援や、将来像である「赤ちゃんから

お年寄りまで健康に暮らせるまち」の取組推進に向けて、「長寿・子宝のまち伊仙町」の更なる情

報発信を行うため、独身・単身の方向けに「子育てがしやすい町」を売りにして「結婚して伊仙町

に住んでみませんか。」と、島内外に広くＰＲしていきます。 

               

【目標】 

●結婚（入籍）した数 ＜（実績）（目標）＞ 

 ※実績は、役場町民生活課窓口への届出分。 

 平成 22年度

（実績） 

平成 23年度

（実績） 

平成 24年度

（実績） 

平成 25年度

（実績） 

平成 26年度

（12月末現在） 

平成 31年度

（目標） 

結婚（入籍）した数 26 20 21 27 10 30 

・近年で入籍が最も多い平成 25年度の要因分析を行い、目標達成に向け取組を推進します。 
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【施策の概要】 

・今後町単独で婚活イベントを行う場合、同様な問題を抱えている奄美群島内の自治体他民間団体

との情報交換を密にして、今後の取組を進めます。 

 具体的には、与論島で行われている「アイランドコンパ」（与論町商工会青年部主催）の情報を

収集したり、単独開催する場合は、テレビのお見合い番組を誘致（申し込みが市町村単位のため）

また、徳之島三町合同開催も視野に婚活イベント開催を検討します。 

・県が少子化対策で進める「世話やきキューピッド事業」（ＮＰＯ法人「鹿児島県地域女性団体連

絡協議会」会員で組織）を活用し、出来れば町地域女性団体連絡協議会の方にも入っていただき、

結婚相手を探している独身男女から希望条件などを聞いて情報を集め、縁結びを応援できるよう、

行政と町地域女性団体連絡協議会が連携した受け皿組織の構築を図ります。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（２）子宝のまちづくり ④ふるさと留学 

【現状と課題】 

・伊仙町には、８つの小学校、３つの中学校があるが、５つの小学校で複式学級があり、児童生徒

の学習に大変な支障が出ています。そこで、多くのふるさと留学生を受け入れることにより、十分

な学習ができ、学力向上が見込まれます。 

 

【基本方針】 

・少子化の進む本町で、現在町外に子や孫がいる世帯に、町内の祖父母や親類の家から小中高等学

校に通わせ、自然環境の中で学び、地域に根ざした体験活動をとおして心豊かな児童生徒の育成を

図るため、伊仙町ふるさと留学を実施し、町の活性化と教育の振興を図ることを目的とします。 

               

【目標】 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関する目標」を本町も定めます。 

・伊仙町の区域以外に住所を有する児童生徒が伊仙町の区域内の小中学校に就学し、高等学校は、

留学先から就学するようにして、ＩＵターン人口増に努めます。 

 

【施策の概要】 

・ふるさと留学に受け入れる留学生の対象は、伊仙町内に、祖父母または、親類がいる者とします。 

・留学生の留学方式は、祖父母または親類の家で生活し学校教育、体験活動、地域交流等を行うも

のとします。 

・留学生の募集は、毎年度当初に伊仙町ふるさと留学生募集要綱を定めて行います。 

・留学生に対し、必要な支援を行います。但し、留学を途中でやめるとその分の補助金を返納する

ようにします。  

 

 
馬根小学校・黒砂糖作り体験 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

２．人口増加・定住促進プロジェクト 

（１）企業誘致 

【現状と課題】 

・離島という地理環境、人口７，０００人規模の本町において雇用の確保は定住促進のための重点

課題であります。徳之島では、高校卒業と同時に進学・就職のために９０％以上の生徒が島を離れ、

進学したほとんどの若者が島外で就職するのが現状となっています。 

 そこで、地域産業、特に地場産業などを活かした企業支援、島外からの企業誘致などで、規模の

大小にかかわらず、地元で就職できる体制づくりが急務となっています。 

・本町の就業構造を具体的に挙げると、これまで、さとうきび・畜産・園芸作物をはじめとする農

業を中心とした第１次産業が基幹産業であり、またこれらの基幹産業を持続させるため、新規就業

者や担い手の確保、認定農業者への支援、畑地帯整備・畑かん整備事業を推進するなど、あらゆる

施策を講じて雇用に繋がるよう努めてきました。 

 しかしながら、労働条件が極めて厳しいことや気候変動による農作物の被害、販路開拓など、あ

らゆる課題が露呈し、安定した所得が望めないので、若い労働者の都市部流出を防ぐため、これら

の課題解決策が求められています。 

 

【基本方針】 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向」を本町の企業誘致についても定め、基本

方針とします。 

               

【目標】 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関する目標」を本町も定めます。 

・本町としては、まず地域の特性を活かすという観点から、基幹産業である第１次産業に相乗効果

をもたらすため、６次産業の確立を核とした企業誘致を積極的に行い、そこから波及する企業間の

シナジー効果を促進する事で、地域経済活性化への活路を見出し、最終的にそれらすべてを雇用に

繋げていきたいと考えます。 

 

【施策の概要】 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関し、講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項」を本町も今後の施策

に取り入れ、実行していきます。 

・雇用と住居対策をセットで行い、町営住宅だけでなく企業誘致による住宅設備も完備されること

で、島内外からの就職と定住を決心する方々をより多く招くような施策を講じます。 

・世界自然遺産登録を視野に自然環境の研究機関（大学や民間企業等）を誘致し設立する事で、交

流・定住人口増加に努めます。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

１．「長寿・子宝」先進モデルプロジェクト 

（２）子宝のまちづくり ④ふるさと留学 

【現状と課題】 

・伊仙町には、８つの小学校、３つの中学校があるが、５つの小学校で複式学級があり、児童生徒

の学習に大変な支障が出ています。そこで、多くのふるさと留学生を受け入れることにより、十分

な学習ができ、学力向上が見込まれます。 

 

【基本方針】 

・少子化の進む本町で、現在町外に子や孫がいる世帯に、町内の祖父母や親類の家から小中高等学

校に通わせ、自然環境の中で学び、地域に根ざした体験活動をとおして心豊かな児童生徒の育成を

図るため、伊仙町ふるさと留学を実施し、町の活性化と教育の振興を図ることを目的とします。 

               

【目標】 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関する目標」を本町も定めます。 

・伊仙町の区域以外に住所を有する児童生徒が伊仙町の区域内の小中学校に就学し、高等学校は、

留学先から就学するようにして、ＩＵターン人口増に努めます。 

 

【施策の概要】 

・ふるさと留学に受け入れる留学生の対象は、伊仙町内に、祖父母または、親類がいる者とします。 

・留学生の留学方式は、祖父母または親類の家で生活し学校教育、体験活動、地域交流等を行うも

のとします。 

・留学生の募集は、毎年度当初に伊仙町ふるさと留学生募集要綱を定めて行います。 

・留学生に対し、必要な支援を行います。但し、留学を途中でやめるとその分の補助金を返納する

ようにします。  

 

 
馬根小学校・黒砂糖作り体験 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

２．人口増加・定住促進プロジェクト 

（１）企業誘致 

【現状と課題】 

・離島という地理環境、人口７，０００人規模の本町において雇用の確保は定住促進のための重点

課題であります。徳之島では、高校卒業と同時に進学・就職のために９０％以上の生徒が島を離れ、

進学したほとんどの若者が島外で就職するのが現状となっています。 

 そこで、地域産業、特に地場産業などを活かした企業支援、島外からの企業誘致などで、規模の

大小にかかわらず、地元で就職できる体制づくりが急務となっています。 

・本町の就業構造を具体的に挙げると、これまで、さとうきび・畜産・園芸作物をはじめとする農

業を中心とした第１次産業が基幹産業であり、またこれらの基幹産業を持続させるため、新規就業

者や担い手の確保、認定農業者への支援、畑地帯整備・畑かん整備事業を推進するなど、あらゆる

施策を講じて雇用に繋がるよう努めてきました。 

 しかしながら、労働条件が極めて厳しいことや気候変動による農作物の被害、販路開拓など、あ

らゆる課題が露呈し、安定した所得が望めないので、若い労働者の都市部流出を防ぐため、これら

の課題解決策が求められています。 

 

【基本方針】 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向」を本町の企業誘致についても定め、基本

方針とします。 

               

【目標】 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関する目標」を本町も定めます。 

・本町としては、まず地域の特性を活かすという観点から、基幹産業である第１次産業に相乗効果

をもたらすため、６次産業の確立を核とした企業誘致を積極的に行い、そこから波及する企業間の

シナジー効果を促進する事で、地域経済活性化への活路を見出し、最終的にそれらすべてを雇用に

繋げていきたいと考えます。 

 

【施策の概要】 

○国の「まち・ひと・しごと創生法」第１０条にある「市町村の区域におけるまち・ひと・しごと

創生に関し、講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項」を本町も今後の施策

に取り入れ、実行していきます。 

・雇用と住居対策をセットで行い、町営住宅だけでなく企業誘致による住宅設備も完備されること

で、島内外からの就職と定住を決心する方々をより多く招くような施策を講じます。 

・世界自然遺産登録を視野に自然環境の研究機関（大学や民間企業等）を誘致し設立する事で、交

流・定住人口増加に努めます。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

２．人口増加・定住促進プロジェクト 

（２）定住促進 ① 空き家対策 

【現状と課題】 

・伊仙町では、高齢化と過疎化が進行し、町内全域で空き家も加速度的に増加しています。 

そして、様々な理由からそのほとんどが活用出来ないまま空いた状態となっており、中にはその

まま廃屋化している空き家もあるのが現状です。 

そのような中で、へき地などにおける田舎暮らしを希望する方からの住居に関する問い合わせは

増えつつあり、「空き家は増加している」が、「移住希望者の住居ニーズは満たせない」というミス

マッチを解消することが、喫緊の課題となっています。 

・現在、本町には「働く場所」「住む場所」が不足していて、喫緊の課題である企業誘致とセット

で、定住促進にも取り組まなければなりません。 

・合計特殊出生率全国第 1位「子宝のまち・伊仙」として、各種子育て支援策を進めているが、若

い子育て世代が町営住宅に入居できない等の理由から、町外に流出している現状であります。 

これを解決するために町内の空き家を活用し、子育て世帯の移住、定住受け入れ体制を整備しなけ

ればなりません。 

・平成２４年から「伊仙町空き家バンク」制度を導入し、町内空き家賃借の仲介を行い、これまで

７件（平成２６年１２月現在）の成約となっていますが、賃借とも登録者数が少ないうえ、空き家

の情報が不足している状況です。 

 そのため、平成２６年に町内全集落の空き家調査を行い、106件の空き家情報のうち「住めそう

な」空き家は 46件となっていますが、空き家賃貸を希望する家主は、ほとんどいませんでした。 

その理由として、「家族が（帰省等で）帰ってくるので貸せない」「改修費がかかり、そこまでして

貸したくない」等があり、空き家を貸すことで家屋や庭等の管理にほとんど手がかからない、放置

するより家が長持ちして損壊による修繕がいらなくなる利点を家主に伝え、空き家賃貸を理解して

もらい、一つでも多くの空き家を活用できるかが今後とも課題となります。 

 

【基本方針】 

・自主財源に乏しい本町が定住施策を行う場合、ふるさと納税を活用した商店街の活性化や若者が

Uターンできるように企業誘致を行う等、空き家利用と地域活性化をセットに考えます。 

・平成２６年度空き家改修事業で町内に１棟のゲストハウスを建設し、その運営は民間団体に委ね、

空き家改修についても改修プランを示し、町内の建築施工業者がそのノウハウを学び、改修請負を

行い、不動産に物件を引き渡すといった、空き家活用を通じて町全体の社会経済が循環するような

システムを形成していきます。 

・町行政としては空き家バンクにより、今後も貸したい方と借りたい方の仲介（契約や改修に係る

やり取りは除く）を続けていきます。 

第５次伊仙町総合計画 

23 
 

 
空き家を活用したゲストハウス「あむとぅ」（検福） 

 

【目標】 

・交通条件が悪く、公共サービスの提供が困難な集落において、空き家を活用する仕組みを構築す

ることは、過疎による空き家の増加と集落活力の低下に悩む地域にとってのモデルになると考え、

平成２６年度に鹿浦（阿三）集落の空き家１棟をセルフビルド方式（借主の希望プランで改修し、

費用を家主に支払う）で低コストの改修プランを町内に空き家を所有する家主に示して、その後は

町内各集落に、空き家活用の取組を広めていきたいと、考えております。 

＜例＞ 

平成３１年には町内に提供できる空き家が 10棟、平成３６年には 30棟≒（１集落１棟）が確保さ

れている状態を作り、その半数は活用されるようにします。 

 

●空き家活用（目標） 

 平成 26年（実績） 平成 31年（目標） 平成 36年（目標） 

確保した空き家 ４ 10 30 

活用した空き家 ２ 5 15 

 

【施策の概要】 

・平成２６年度により多くの空き家が移住希望者等に提供される仕組みを検討、試行することを目

的として空き家改修事業を実施しました。 

・子育て世帯の移住・定住受け入れについて、今後は国の補助金等も活用し、各集落の空き家を改

修して対象者に貸し出すよう努めたいと考えます。 

具体策としては、空き家（店舗）利用促進事業で、定住者受入に必要な住宅改修費に対する補助

を年１軒×５か年行う計画だが、今後は行政だけで空き家改修を行うのではなく、集落も協働した

取組にするため、費用の一部を町行政で負担し、他は所有者並びに集落の住民間で費用を負担する

仕組みとします。 

・これらの取組に加えて、町公式サイト等媒体を活用して、伊仙町移住・定住者向けの広報で希望

者を募り、町内空き家への入居を促進し、集落の人口増、ひいては町全体の人口増につなげていき

たいと考えております。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

２．人口増加・定住促進プロジェクト 

（２）定住促進 ① 空き家対策 

【現状と課題】 

・伊仙町では、高齢化と過疎化が進行し、町内全域で空き家も加速度的に増加しています。 

そして、様々な理由からそのほとんどが活用出来ないまま空いた状態となっており、中にはその

まま廃屋化している空き家もあるのが現状です。 

そのような中で、へき地などにおける田舎暮らしを希望する方からの住居に関する問い合わせは

増えつつあり、「空き家は増加している」が、「移住希望者の住居ニーズは満たせない」というミス

マッチを解消することが、喫緊の課題となっています。 

・現在、本町には「働く場所」「住む場所」が不足していて、喫緊の課題である企業誘致とセット

で、定住促進にも取り組まなければなりません。 

・合計特殊出生率全国第 1位「子宝のまち・伊仙」として、各種子育て支援策を進めているが、若

い子育て世代が町営住宅に入居できない等の理由から、町外に流出している現状であります。 

これを解決するために町内の空き家を活用し、子育て世帯の移住、定住受け入れ体制を整備しなけ

ればなりません。 

・平成２４年から「伊仙町空き家バンク」制度を導入し、町内空き家賃借の仲介を行い、これまで

７件（平成２６年１２月現在）の成約となっていますが、賃借とも登録者数が少ないうえ、空き家

の情報が不足している状況です。 

 そのため、平成２６年に町内全集落の空き家調査を行い、106件の空き家情報のうち「住めそう

な」空き家は 46件となっていますが、空き家賃貸を希望する家主は、ほとんどいませんでした。 

その理由として、「家族が（帰省等で）帰ってくるので貸せない」「改修費がかかり、そこまでして

貸したくない」等があり、空き家を貸すことで家屋や庭等の管理にほとんど手がかからない、放置

するより家が長持ちして損壊による修繕がいらなくなる利点を家主に伝え、空き家賃貸を理解して

もらい、一つでも多くの空き家を活用できるかが今後とも課題となります。 

 

【基本方針】 

・自主財源に乏しい本町が定住施策を行う場合、ふるさと納税を活用した商店街の活性化や若者が

Uターンできるように企業誘致を行う等、空き家利用と地域活性化をセットに考えます。 

・平成２６年度空き家改修事業で町内に１棟のゲストハウスを建設し、その運営は民間団体に委ね、

空き家改修についても改修プランを示し、町内の建築施工業者がそのノウハウを学び、改修請負を

行い、不動産に物件を引き渡すといった、空き家活用を通じて町全体の社会経済が循環するような

システムを形成していきます。 

・町行政としては空き家バンクにより、今後も貸したい方と借りたい方の仲介（契約や改修に係る

やり取りは除く）を続けていきます。 
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空き家を活用したゲストハウス「あむとぅ」（検福） 

 

【目標】 

・交通条件が悪く、公共サービスの提供が困難な集落において、空き家を活用する仕組みを構築す

ることは、過疎による空き家の増加と集落活力の低下に悩む地域にとってのモデルになると考え、

平成２６年度に鹿浦（阿三）集落の空き家１棟をセルフビルド方式（借主の希望プランで改修し、

費用を家主に支払う）で低コストの改修プランを町内に空き家を所有する家主に示して、その後は

町内各集落に、空き家活用の取組を広めていきたいと、考えております。 

＜例＞ 

平成３１年には町内に提供できる空き家が 10棟、平成３６年には 30棟≒（１集落１棟）が確保さ

れている状態を作り、その半数は活用されるようにします。 

 

●空き家活用（目標） 

 平成 26年（実績） 平成 31年（目標） 平成 36年（目標） 

確保した空き家 ４ 10 30 

活用した空き家 ２ 5 15 

 

【施策の概要】 

・平成２６年度により多くの空き家が移住希望者等に提供される仕組みを検討、試行することを目

的として空き家改修事業を実施しました。 

・子育て世帯の移住・定住受け入れについて、今後は国の補助金等も活用し、各集落の空き家を改

修して対象者に貸し出すよう努めたいと考えます。 

具体策としては、空き家（店舗）利用促進事業で、定住者受入に必要な住宅改修費に対する補助

を年１軒×５か年行う計画だが、今後は行政だけで空き家改修を行うのではなく、集落も協働した

取組にするため、費用の一部を町行政で負担し、他は所有者並びに集落の住民間で費用を負担する

仕組みとします。 

・これらの取組に加えて、町公式サイト等媒体を活用して、伊仙町移住・定住者向けの広報で希望

者を募り、町内空き家への入居を促進し、集落の人口増、ひいては町全体の人口増につなげていき

たいと考えております。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

２．人口増加・定住促進プロジェクト 

（２）定住促進 ② 公営住宅整備 

【現状と課題】 

・伊仙町の町営住宅はその一部が昭和３０～４０年代に建設された住宅です。そのため、老朽化が

進み建て替えの対象の住宅が全体の６割以上を占めており、早急な改善が必要であります。 

また、最近の核家族化、Ｕ・Ｉターン現象等により慢性的な住宅不足に悩まされており、今後も

計画的に住宅の整備を進めていかなければなりません。 

 

【基本方針】 

・伊仙町では慢性的な住宅不足の対処及び既存住宅の立替や計画的な修繕・改善により既存住宅の

長寿命化を図るために、平成２３年度に「伊仙町公営住宅等長寿命化計画」を策定しました。 

これに基づき、平成２３年度から犬田布亀戸住宅を初めとし、河地団地・木之香団地、馬根団地

と年次的に整備しています。今後もこの計画に基づき、安心して快適に生活できる居住環境を提供

するため、地域の特性を生かした、若者からお年寄りまで安心して定住できる住宅建設を東部・中

部・西部と地域の需要にあわせて、順次整備していきます。 

 

平成２６年度着工・町営馬根住宅 

 

【目標】 

・住宅建設を推進し若者（子育て世代）・高齢者・低所得者及びＵ・Ｉターン者を伊仙町に定住さ

せ、町の活性化を図っていきます。 

 

【施策の概要】 

・伊仙町公営住宅等長寿命化計画より、各地域のニーズに応じた住宅を整備 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

３．世界自然遺産及び歴史・文化を活かしたまちづくりプロジェクト 

（１）世界自然遺産・行政の推進体制 

【現状と課題】 

・奄美群島において、奄美大島及び徳之島が世界自然遺産の 

候補地として科学委員会で決定されました。現在、奄美群島 

国定公園から、国立公園への指定が検討されています。 

しかし、世界自然遺産登録までの道のりには、困難な問題の 

解決が必要であり、その中でも、不法投棄やノイヌ・ノネコ、景観、自然 

保護・保全、観光、外来種対策など、様々な課題が山積して 

います。それらを受けて、自治体としても、課を超えた横断 

的な組織体制を確立する必要性が出てきています。さらには、 

環境保全や保護の観点から、既存条例が機能していない点も 

改善する必要があります。                       

 

【基本方針】 

・環境省は、国立公園指定の時期が遅延したため、世界自然遺産登録の目標を平成２９年夏に再設

定しました。それを受け、伊仙町としても平成２９年夏の登録を目標に、各問題解決の目途をつけ

なければなりません。 

・世界自然遺産は登録すればゴールではなく、登録後も多様な業務を行わなければならないため、

行政における世界自然遺産推進のための意思決定の手法を確立します。 

・現行の自然保護や保全に関する条例を更に機能させます。 

 

【目標】 

・世界自然遺産関連業務の課を超えた横断的な取組の推進（プロジェクト化） 

・関係研究機関等との連携による世界自然遺産の価値の調査・研究および、知見を活用した普及啓

発 

 

【施策の概要】 

○世界自然遺産関連業務の課を超えた横断的な取組の推進（プロジェクト化） 

・世界自然遺産登録までの道のりには多岐に渡る業務が必要となり、自
おの

ずと課をまたいだ横断的な

連携が必要となってきます。そのため、世界自然遺産に関わる課とそれぞれの施策に対する分科会

を設置し、それらを吸いあげる形で情報の共有を行う。当面はプロジェクトにてそれらの任務を遂

行し、意思決定を行います。 

○関係研究機関等との連携による世界自然遺産の価値の調査・研究および、知見を活用した普及啓

発 

・世界自然遺産の普遍的な価値を今後も保護・保全していけるように、自然や希少動植物に関する

研究機関及び情報の集積機関を設け、情報の発信や普及啓発に努めることが必要であります。 

 
鹿浦川水系の鹿浦川（国定公園） 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

２．人口増加・定住促進プロジェクト 

（２）定住促進 ② 公営住宅整備 

【現状と課題】 

・伊仙町の町営住宅はその一部が昭和３０～４０年代に建設された住宅です。そのため、老朽化が

進み建て替えの対象の住宅が全体の６割以上を占めており、早急な改善が必要であります。 

また、最近の核家族化、Ｕ・Ｉターン現象等により慢性的な住宅不足に悩まされており、今後も

計画的に住宅の整備を進めていかなければなりません。 

 

【基本方針】 

・伊仙町では慢性的な住宅不足の対処及び既存住宅の立替や計画的な修繕・改善により既存住宅の

長寿命化を図るために、平成２３年度に「伊仙町公営住宅等長寿命化計画」を策定しました。 

これに基づき、平成２３年度から犬田布亀戸住宅を初めとし、河地団地・木之香団地、馬根団地

と年次的に整備しています。今後もこの計画に基づき、安心して快適に生活できる居住環境を提供

するため、地域の特性を生かした、若者からお年寄りまで安心して定住できる住宅建設を東部・中

部・西部と地域の需要にあわせて、順次整備していきます。 

 

平成２６年度着工・町営馬根住宅 

 

【目標】 

・住宅建設を推進し若者（子育て世代）・高齢者・低所得者及びＵ・Ｉターン者を伊仙町に定住さ

せ、町の活性化を図っていきます。 

 

【施策の概要】 

・伊仙町公営住宅等長寿命化計画より、各地域のニーズに応じた住宅を整備 

 

 

 

第５次伊仙町総合計画 

25 
 

Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

３．世界自然遺産及び歴史・文化を活かしたまちづくりプロジェクト 

（１）世界自然遺産・行政の推進体制 

【現状と課題】 

・奄美群島において、奄美大島及び徳之島が世界自然遺産の 

候補地として科学委員会で決定されました。現在、奄美群島 

国定公園から、国立公園への指定が検討されています。 

しかし、世界自然遺産登録までの道のりには、困難な問題の 

解決が必要であり、その中でも、不法投棄やノイヌ・ノネコ、景観、自然 

保護・保全、観光、外来種対策など、様々な課題が山積して 

います。それらを受けて、自治体としても、課を超えた横断 

的な組織体制を確立する必要性が出てきています。さらには、 

環境保全や保護の観点から、既存条例が機能していない点も 

改善する必要があります。                       

 

【基本方針】 

・環境省は、国立公園指定の時期が遅延したため、世界自然遺産登録の目標を平成２９年夏に再設

定しました。それを受け、伊仙町としても平成２９年夏の登録を目標に、各問題解決の目途をつけ

なければなりません。 

・世界自然遺産は登録すればゴールではなく、登録後も多様な業務を行わなければならないため、

行政における世界自然遺産推進のための意思決定の手法を確立します。 

・現行の自然保護や保全に関する条例を更に機能させます。 

 

【目標】 

・世界自然遺産関連業務の課を超えた横断的な取組の推進（プロジェクト化） 

・関係研究機関等との連携による世界自然遺産の価値の調査・研究および、知見を活用した普及啓

発 

 

【施策の概要】 

○世界自然遺産関連業務の課を超えた横断的な取組の推進（プロジェクト化） 

・世界自然遺産登録までの道のりには多岐に渡る業務が必要となり、自
おの

ずと課をまたいだ横断的な

連携が必要となってきます。そのため、世界自然遺産に関わる課とそれぞれの施策に対する分科会

を設置し、それらを吸いあげる形で情報の共有を行う。当面はプロジェクトにてそれらの任務を遂

行し、意思決定を行います。 

○関係研究機関等との連携による世界自然遺産の価値の調査・研究および、知見を活用した普及啓

発 

・世界自然遺産の普遍的な価値を今後も保護・保全していけるように、自然や希少動植物に関する

研究機関及び情報の集積機関を設け、情報の発信や普及啓発に努めることが必要であります。 

 
鹿浦川水系の鹿浦川（国定公園） 
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Ⅱ．「第５次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

３．世界自然遺産及び歴史・文化を活かしたまちづくりプロジェクト 

（２）世界自然遺産・各種団体との連携 

【現状と課題】 

・世界自然遺産登録には、課題が多く、住民の理解と協力が必要不可欠であるため、行政だけでは

ない多様な関係団体と連携し、問題解決にあたらなければなりません。 

・観光業においては、宿泊および飲食業、または運送業等、観光に必要とされる施設やサービスは、

世界自然遺産登録を想定しておらず、現状のままでは、パンクすることが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官民協働作業・鹿浦橋下ゴミ拾いの様子 

 

【基本方針】 

・世界自然遺産の効果として観光分野の経済効果が期待されますが、徳之島においても例外ではな

いと考えられるため、観光連盟や商工業者および宿泊業、運送業関係者との連携を行い、観光業界

と共に世界自然遺産の価値の保有に努めます。 

・その他市民団体やＮＰＯ等との自然保護や保全活動の協働によって問題の解決にあたります。 

・学校、教育施設との連携。 

 

阿権婦人会と伊仙町が合同でまちあるきを開催 
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【目標】 

・世界自然遺産に係る協働体制の確立を行う。 

・徳之島における自然や観光地の利用圧を調整。 

・学校、教育施設との連携。 

・生物多様性戦略等、世界自然遺産に関わる地域戦略の策定。 

 

【施策の概要】 

○世界自然遺産に係る協働体制の確立を行います。 

・行政のみでは問題の解決に十分でなく、住民の理解と協力が必要不可決であるため、利害関係者

との協働体制を確立し、住民総意の意思決定を行います。 

○徳之島における自然や観光地の利用圧の調整。 

・世界自然遺産となれば、その対象は観光地として人気が出てくることを想定し、利用圧が高まれ

ば自然破壊となることを見越して、年間の利用者を定め、その地域の利用圧を調整します。 

○学校、教育施設との連携 

・学校、教育施設との連携により、環境教育の充実を図り、自然保護や保全の機運を高めます。 

○生物多様性戦略等、世界自然遺産に関わる地域戦略の策定 

・「自然と共生する社会」の実現を目指し、私たちが持つべき基本認識や行うべき取組を明らかに

することが必要であり、それらは行政と住民とが協力して考え出さなければなりません。 
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Ⅱ．「第５次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

３．世界自然遺産及び歴史・文化を活かしたまちづくりプロジェクト 

（２）世界自然遺産・各種団体との連携 

【現状と課題】 

・世界自然遺産登録には、課題が多く、住民の理解と協力が必要不可欠であるため、行政だけでは

ない多様な関係団体と連携し、問題解決にあたらなければなりません。 

・観光業においては、宿泊および飲食業、または運送業等、観光に必要とされる施設やサービスは、

世界自然遺産登録を想定しておらず、現状のままでは、パンクすることが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官民協働作業・鹿浦橋下ゴミ拾いの様子 

 

【基本方針】 

・世界自然遺産の効果として観光分野の経済効果が期待されますが、徳之島においても例外ではな

いと考えられるため、観光連盟や商工業者および宿泊業、運送業関係者との連携を行い、観光業界

と共に世界自然遺産の価値の保有に努めます。 

・その他市民団体やＮＰＯ等との自然保護や保全活動の協働によって問題の解決にあたります。 

・学校、教育施設との連携。 

 

阿権婦人会と伊仙町が合同でまちあるきを開催 
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【目標】 

・世界自然遺産に係る協働体制の確立を行う。 

・徳之島における自然や観光地の利用圧を調整。 

・学校、教育施設との連携。 

・生物多様性戦略等、世界自然遺産に関わる地域戦略の策定。 

 

【施策の概要】 

○世界自然遺産に係る協働体制の確立を行います。 

・行政のみでは問題の解決に十分でなく、住民の理解と協力が必要不可決であるため、利害関係者

との協働体制を確立し、住民総意の意思決定を行います。 

○徳之島における自然や観光地の利用圧の調整。 

・世界自然遺産となれば、その対象は観光地として人気が出てくることを想定し、利用圧が高まれ

ば自然破壊となることを見越して、年間の利用者を定め、その地域の利用圧を調整します。 

○学校、教育施設との連携 

・学校、教育施設との連携により、環境教育の充実を図り、自然保護や保全の機運を高めます。 

○生物多様性戦略等、世界自然遺産に関わる地域戦略の策定 

・「自然と共生する社会」の実現を目指し、私たちが持つべき基本認識や行うべき取組を明らかに

することが必要であり、それらは行政と住民とが協力して考え出さなければなりません。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

３．世界自然遺産及び歴史・文化を活かしたまちづくりプロジェクト 

（３）文化に関する計画 

【現状と課題】 

・文化財専門職員の増員が図られ、文化財保護行政の積極的推進に向けての体制整備が進み、史跡

徳之島カムィヤキ陶器窯跡の保存管理計画策定、国史跡指定を目指した面縄貝塚の確認調査も進捗

しています。施設面では歴史民俗資料館の移転によって、博物館としての規模、設備も充実しまし

た。 

・歴史民俗資料館は、老朽化に伴う耐震補強工事・防水工事・消防設備改修・展示用施設への改修

等が課題であります。また、国指定史跡徳之島カムィヤキ陶器窯跡、国指定天然記念物「明眼の森」

の活用に向けた整備は、奄美群島の国立公園化、世界自然遺産登録と整合した計画の策定が大きな

課題となっています。町財政を考慮すると歴史民俗資料館の入館有料化も検討しなければなりませ

ん。 

＜参考値＞伊仙町歴史民俗資料館・平成２５年度入場者数 2,356人 

 

【基本方針】 

○歴史民俗資料館の改修及び埋蔵文化財センター化を進めます。 

○文化財の保存管理を徹底し、広く住民に公開します。 

○文化財行政の業務内容を地域住民に理解してもらいます。 

○教育現場との連携を深め、児童生徒への文化財学習を推進します。 

○生涯学習の観点から一般成人への文化財周知を推進します。 

 

【目標】 

・歴史民俗資料館の整備を進めるとともに文化財を活用したまちづくりを目指し、文化財の詳細な

調査、記録保存を図るとともに、住民の貴重な宝として文化財を位置付け、学校教育、生涯学習に

活用します。 

 

【施策の概要】 

○歴史民俗資料館の改修及び埋蔵文化財センター機能の拡充を図 

ります。 

○史跡徳之島カムィヤキ陶器窯跡の保存管理計画に基づいた整備 

計画の策定及び史跡整備を行い、保存・活用を図ります。 

○面縄貝塚群の国史跡指定登録を進め、保存管理計画を策定しま 

す。 

○奄美遺産の認定を推進するとともに、積極的な保存活用を図り 

ます。 

○教育現場や公民館講座等を通じて文化財の周知や体験学習を進  徳之島カムィヤキ陶器窯跡 

めます。                              からの出土品 

○歴史民俗資料館の入館有料化を検討します。              
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

３．世界自然遺産及び歴史・文化を活かしたまちづくりプロジェクト 

（４）景観に関する計画 

【現状と課題】 

・伊仙町では、景観条例が制定されていないため、建物の構造や色合い等に統一性が認められず歴

史的建築物（歴史的・文化的景観）の周辺に電柱や電線などが設置され、本来的な景観形成の妨げ

となっています。また、自然景観に至っては、その保全を目的とした緩衝地帯が設けられていない

ため自然景観の中に人工物が構築され、世界自然遺産登録の候補地としてふさわしい自然景観の魅

力を減少させる原因となっています。 

・自然、歴史、文化が調和した町並みの復元が課題となり、その前提となる地域住民の合意形成を

図る必要があります。 

 

伊仙の町並み（町役場前から見た風景） 

 

【基本方針】 

・伊仙町の自然、歴史、文化の全容を知るために継続的な調査実施し、その本質的な価値を把握す

るようにします。 

・集落景観、自然景観、歴史的・文化的景観に配慮したまちづくり計画を策定し、住民が誇りをもっ

て暮らせる生活環境を整備します。 

 
文化的景観の残る阿権集落のサンカクムリ（阿権・平邸） 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

３．世界自然遺産及び歴史・文化を活かしたまちづくりプロジェクト 

（３）文化に関する計画 

【現状と課題】 

・文化財専門職員の増員が図られ、文化財保護行政の積極的推進に向けての体制整備が進み、史跡

徳之島カムィヤキ陶器窯跡の保存管理計画策定、国史跡指定を目指した面縄貝塚の確認調査も進捗

しています。施設面では歴史民俗資料館の移転によって、博物館としての規模、設備も充実しまし

た。 

・歴史民俗資料館は、老朽化に伴う耐震補強工事・防水工事・消防設備改修・展示用施設への改修

等が課題であります。また、国指定史跡徳之島カムィヤキ陶器窯跡、国指定天然記念物「明眼の森」

の活用に向けた整備は、奄美群島の国立公園化、世界自然遺産登録と整合した計画の策定が大きな

課題となっています。町財政を考慮すると歴史民俗資料館の入館有料化も検討しなければなりませ

ん。 

＜参考値＞伊仙町歴史民俗資料館・平成２５年度入場者数 2,356人 

 

【基本方針】 

○歴史民俗資料館の改修及び埋蔵文化財センター化を進めます。 

○文化財の保存管理を徹底し、広く住民に公開します。 

○文化財行政の業務内容を地域住民に理解してもらいます。 

○教育現場との連携を深め、児童生徒への文化財学習を推進します。 

○生涯学習の観点から一般成人への文化財周知を推進します。 

 

【目標】 

・歴史民俗資料館の整備を進めるとともに文化財を活用したまちづくりを目指し、文化財の詳細な

調査、記録保存を図るとともに、住民の貴重な宝として文化財を位置付け、学校教育、生涯学習に

活用します。 

 

【施策の概要】 

○歴史民俗資料館の改修及び埋蔵文化財センター機能の拡充を図 

ります。 

○史跡徳之島カムィヤキ陶器窯跡の保存管理計画に基づいた整備 

計画の策定及び史跡整備を行い、保存・活用を図ります。 

○面縄貝塚群の国史跡指定登録を進め、保存管理計画を策定しま 

す。 

○奄美遺産の認定を推進するとともに、積極的な保存活用を図り 

ます。 

○教育現場や公民館講座等を通じて文化財の周知や体験学習を進  徳之島カムィヤキ陶器窯跡 

めます。                              からの出土品 

○歴史民俗資料館の入館有料化を検討します。              
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

３．世界自然遺産及び歴史・文化を活かしたまちづくりプロジェクト 

（４）景観に関する計画 

【現状と課題】 

・伊仙町では、景観条例が制定されていないため、建物の構造や色合い等に統一性が認められず歴

史的建築物（歴史的・文化的景観）の周辺に電柱や電線などが設置され、本来的な景観形成の妨げ

となっています。また、自然景観に至っては、その保全を目的とした緩衝地帯が設けられていない

ため自然景観の中に人工物が構築され、世界自然遺産登録の候補地としてふさわしい自然景観の魅

力を減少させる原因となっています。 

・自然、歴史、文化が調和した町並みの復元が課題となり、その前提となる地域住民の合意形成を

図る必要があります。 

 

伊仙の町並み（町役場前から見た風景） 

 

【基本方針】 

・伊仙町の自然、歴史、文化の全容を知るために継続的な調査実施し、その本質的な価値を把握す

るようにします。 

・集落景観、自然景観、歴史的・文化的景観に配慮したまちづくり計画を策定し、住民が誇りをもっ

て暮らせる生活環境を整備します。 

 
文化的景観の残る阿権集落のサンカクムリ（阿権・平邸） 
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【目標】 

・徳之島らしい景観を正確に把握します。 

・景観計画や景観条例を策定し、景観に配慮したまちづくり計画を策定します。 

・文化的景観・自然景観の重点地区を選定し、郷土学習の教材または観光資源として活用します。 

 

【施策の概要】 

○徳之島らしい景観を正確に把握します。 

・専門家を交えた調査を行い、自然的、歴史・文化的景観の本来の姿を正確に把握します。 

・景観に対する住民の意識調査を進めます。 

○景観計画や景観条例を策定し、景観に配慮したまちづくりを行います。 

・調査の成果に基づいた景観計画を策定します。 

・地域の実情に適した景観条例を制定します。 

・景観計画と景観条例に沿ったまちづくりを進めます。 

○景観の良好な保全を目指す重点地区を選定し、郷土学習や観光の場として活用します。 

・障害物の撤去など重点地区の整備を進め、良好な景観の復元を進めます。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ① 農業全般 

【現状と課題】 

○高齢化・担い手の減少 

・全国的な規模での課題である、少子高齢化は、当町にも迫っており、担い手の減少は極めて重要

な課題です。 

○経営者の視点をもった農業 

・農業従事者が、経営者の視点を持ち、安定した農業経営する事が大事です。 

○地産地消・６次産業化の推進 

・農業生産額向上のためには、付加価値の高い農業を推進する事が肝要です。 

○畑かん通水 

・平成２７年度末から始まる予定の畑かん通水の最大活用策が求められます。 

○有害鳥獣対策 

・安定した農業環境のために、有害鳥獣対策は、喫緊の課題です。 

○新規作物（夏場の換金作物）の導入 

・さとうきび、畜産、ばれいしょの基幹３品目＋αが農業生産額向上のためには必要です。 

○土づくり・環境と調和した農業 

・農業で、最も大事なのは「土づくり」です。この点に、力を入れなければいけません。 

○情報・技術力の向上 

・各種情報の的確かつ迅速な伝達、農業技術力の向上も、最重要課題の一つです。 

 

【基本方針】 

◎将来構想実現のための基本理念＝強く、高付加価値のある伊仙町農業の構築 

・安定した経営を行うための所得を保持し、担い手を確保し、持続的な農村を守り、次代へ引き継

ぐには、町全体の農業が「強い」農業、「付加価値の高い」農業でなければなりません。 

○基本理念に基づく施策の基本方針 

・強い農業の構築、付加価値の高い農業を行っていく場合に、最も重要なのはそれを担う「人」で

あります。 

・農家が持続的に農業を続け、強い農業、付加価値の高い農業を行っていくには、様々意味での・

体制・制度などの環境づくりが重要であります。 

・農業を実践していくには、多方面の情報が必要不可欠。また、時代や消費者ニーズの変遷に合わ

せた技術力の向上も極めて重要。 

・農家の生産力向上のための総合的な取り組みを実施。 

・「農業振興戦略会議（仮称）」を組織し、常設機関とします。会議では、伊仙町農業のあり方につ

いて、根本的かつ多角的に議論します。 

               

【目標】 

○将来像を具現化するための目標 
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【目標】 

・徳之島らしい景観を正確に把握します。 

・景観計画や景観条例を策定し、景観に配慮したまちづくり計画を策定します。 

・文化的景観・自然景観の重点地区を選定し、郷土学習の教材または観光資源として活用します。 

 

【施策の概要】 

○徳之島らしい景観を正確に把握します。 

・専門家を交えた調査を行い、自然的、歴史・文化的景観の本来の姿を正確に把握します。 

・景観に対する住民の意識調査を進めます。 

○景観計画や景観条例を策定し、景観に配慮したまちづくりを行います。 

・調査の成果に基づいた景観計画を策定します。 

・地域の実情に適した景観条例を制定します。 

・景観計画と景観条例に沿ったまちづくりを進めます。 

○景観の良好な保全を目指す重点地区を選定し、郷土学習や観光の場として活用します。 

・障害物の撤去など重点地区の整備を進め、良好な景観の復元を進めます。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ① 農業全般 

【現状と課題】 

○高齢化・担い手の減少 

・全国的な規模での課題である、少子高齢化は、当町にも迫っており、担い手の減少は極めて重要

な課題です。 

○経営者の視点をもった農業 

・農業従事者が、経営者の視点を持ち、安定した農業経営する事が大事です。 

○地産地消・６次産業化の推進 

・農業生産額向上のためには、付加価値の高い農業を推進する事が肝要です。 

○畑かん通水 

・平成２７年度末から始まる予定の畑かん通水の最大活用策が求められます。 

○有害鳥獣対策 

・安定した農業環境のために、有害鳥獣対策は、喫緊の課題です。 

○新規作物（夏場の換金作物）の導入 

・さとうきび、畜産、ばれいしょの基幹３品目＋αが農業生産額向上のためには必要です。 

○土づくり・環境と調和した農業 

・農業で、最も大事なのは「土づくり」です。この点に、力を入れなければいけません。 

○情報・技術力の向上 

・各種情報の的確かつ迅速な伝達、農業技術力の向上も、最重要課題の一つです。 

 

【基本方針】 

◎将来構想実現のための基本理念＝強く、高付加価値のある伊仙町農業の構築 

・安定した経営を行うための所得を保持し、担い手を確保し、持続的な農村を守り、次代へ引き継

ぐには、町全体の農業が「強い」農業、「付加価値の高い」農業でなければなりません。 

○基本理念に基づく施策の基本方針 

・強い農業の構築、付加価値の高い農業を行っていく場合に、最も重要なのはそれを担う「人」で

あります。 

・農家が持続的に農業を続け、強い農業、付加価値の高い農業を行っていくには、様々意味での・

体制・制度などの環境づくりが重要であります。 

・農業を実践していくには、多方面の情報が必要不可欠。また、時代や消費者ニーズの変遷に合わ

せた技術力の向上も極めて重要。 

・農家の生産力向上のための総合的な取り組みを実施。 

・「農業振興戦略会議（仮称）」を組織し、常設機関とします。会議では、伊仙町農業のあり方につ

いて、根本的かつ多角的に議論します。 

               

【目標】 

○将来像を具現化するための目標 
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・目標年度・・５ 年後の目標達成を目指して、年次毎に各種行動計画を作成します。 

・農業生産額目標・・農業生産額は平成 20年度の 43億 8千万を境に減少の一途をたどっています。

この間、台風、干ばつ、有害虫の大量発生、あるいはばれいしょ価格の暴落といった要因があるもの

の、これらの影響を最小限に抑えつつ各種施策を実行することで農業生産額５ ０ 億円達成を目指しま

す。 

・目標農家所得・・地域における他産業従事者並の生涯所得を得ることを目指して、年間所得 465万

円（主たる農業者１ 人当たり 335万円）を目標とします。 

 

【施策の概要】 

◎伊仙町農業の将来像を下記のように定め、各種施策を推進します。 

○農家の所得向上 

・効率的且つ安定的な経営を行い、所得の向上につながるよう、魅力とやりがいのある職業として

の農業を確立します。 

○気象災害への対応 

・台風常襲地帯であることを前提に、風に強い品種の改良や風の影響を受けない新規品目の導入な

どにより、気象災害に左右されない農業を確立します。 

○畑かん通水 

・畑かんの平成２７年度末から一部通水開始に合わせて、水利用効果の高い園芸作物の導入及び水

利用組合の体制やローテーションシステムをしっかりと作り、水の最大限の有効利用を図ります。 

○鳥獣被害への対応 

・イノシシ、カラス等の有害鳥獣対策をより強化し、農作物の安定育成に資する環境を整えます。 

○環境に配慮した農業 

・農業・農村は、土地から農作物を産み出すだけでなく、洪水を防ぐ機能、地下水を作る機能、暑

さを和らげる機能、生きものの住処となる機能、癒しや安らぎをもたらす機能など、多面性を有し

ている。このような農業の多面性に配慮した環境保全型の農業を行っていきます。 

○土づくり 

・「農業で最も大切なのは土づくりである」ことを肝に銘じて、土地を大切に保存し、次世代へ着

実に受け継がせるために、肥沃な土づくりに全力を挙げます。 

○情報の重要性 

・近時の、ＩＴ技術、マスコミの発展、交通機関の発達などにより、情報は瞬時に国内及び海外を

駆け巡る。情報の持つ重要性に鑑み、より確度の高い情報をより迅速に農家へ周知できるように、

努めます。 

○技術力の向上 

 市場の信頼性を向上させるために、農家の技術力の統一、向上を図ります。 

○６次産業化等の高付加価値化 

 消費者の安心・安全な食べ物への意識の高まり、ニーズの変化等に対応するために、６次産業化、

地産地消等の農産物の高付加価値化を図ります。 

○新規品目関係 

・畑かん通水に合わせて、新規品目の選定、奨励を戦略的に展開します。 

・他地域、他品種の成功事例を参考にして、展開を図ります。 

・台風に強い品目（島桑、甘薯（さつもイモ）、そば、ｅ ｔ ｃ ）の選定・導入を検討します。 
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○６ 次産業化・農商工連携 

・ばれいしょの１ 次加工により付加価値の高い加工品の製造し、流通に乗せ、販売します。６ 次産業

化を推進します。取引先の開拓や施設設備の検討も進めます。 

・三町の行政、鹿児島県、Ｊ Ａ、漁協、林業、商工会その他関係機関・団体とのネットワーク化、

連携により情報の共有、協議、計画立案をするなど、６ 次産業化の機運を高めていきます。 

○その他の取組 

・国、県からの情報及び農業新聞・農業情報誌からの情報を収集し、迅速且つ的確に農家、生産者

へ伝達する。また、関連機関・団体間でも情報を共有し、施策の立案に役立たせます。 

・先進地視察、各種物産展・商談会への参加等により、農業生産力、農業技術、販売力等の向上に

つなげます。 

 

 

伊仙町農業振興計画策定委員会 
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・目標年度・・５ 年後の目標達成を目指して、年次毎に各種行動計画を作成します。 

・農業生産額目標・・農業生産額は平成 20年度の 43億 8千万を境に減少の一途をたどっています。

この間、台風、干ばつ、有害虫の大量発生、あるいはばれいしょ価格の暴落といった要因があるもの

の、これらの影響を最小限に抑えつつ各種施策を実行することで農業生産額５ ０ 億円達成を目指しま

す。 

・目標農家所得・・地域における他産業従事者並の生涯所得を得ることを目指して、年間所得 465万

円（主たる農業者１ 人当たり 335万円）を目標とします。 

 

【施策の概要】 

◎伊仙町農業の将来像を下記のように定め、各種施策を推進します。 

○農家の所得向上 

・効率的且つ安定的な経営を行い、所得の向上につながるよう、魅力とやりがいのある職業として

の農業を確立します。 

○気象災害への対応 

・台風常襲地帯であることを前提に、風に強い品種の改良や風の影響を受けない新規品目の導入な

どにより、気象災害に左右されない農業を確立します。 

○畑かん通水 

・畑かんの平成２７年度末から一部通水開始に合わせて、水利用効果の高い園芸作物の導入及び水

利用組合の体制やローテーションシステムをしっかりと作り、水の最大限の有効利用を図ります。 

○鳥獣被害への対応 

・イノシシ、カラス等の有害鳥獣対策をより強化し、農作物の安定育成に資する環境を整えます。 

○環境に配慮した農業 

・農業・農村は、土地から農作物を産み出すだけでなく、洪水を防ぐ機能、地下水を作る機能、暑

さを和らげる機能、生きものの住処となる機能、癒しや安らぎをもたらす機能など、多面性を有し

ている。このような農業の多面性に配慮した環境保全型の農業を行っていきます。 

○土づくり 

・「農業で最も大切なのは土づくりである」ことを肝に銘じて、土地を大切に保存し、次世代へ着

実に受け継がせるために、肥沃な土づくりに全力を挙げます。 

○情報の重要性 

・近時の、ＩＴ技術、マスコミの発展、交通機関の発達などにより、情報は瞬時に国内及び海外を

駆け巡る。情報の持つ重要性に鑑み、より確度の高い情報をより迅速に農家へ周知できるように、

努めます。 

○技術力の向上 

 市場の信頼性を向上させるために、農家の技術力の統一、向上を図ります。 

○６次産業化等の高付加価値化 

 消費者の安心・安全な食べ物への意識の高まり、ニーズの変化等に対応するために、６次産業化、

地産地消等の農産物の高付加価値化を図ります。 

○新規品目関係 

・畑かん通水に合わせて、新規品目の選定、奨励を戦略的に展開します。 

・他地域、他品種の成功事例を参考にして、展開を図ります。 

・台風に強い品目（島桑、甘薯（さつもイモ）、そば、ｅ ｔ ｃ ）の選定・導入を検討します。 
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○６ 次産業化・農商工連携 

・ばれいしょの１ 次加工により付加価値の高い加工品の製造し、流通に乗せ、販売します。６ 次産業

化を推進します。取引先の開拓や施設設備の検討も進めます。 

・三町の行政、鹿児島県、Ｊ Ａ、漁協、林業、商工会その他関係機関・団体とのネットワーク化、

連携により情報の共有、協議、計画立案をするなど、６ 次産業化の機運を高めていきます。 

○その他の取組 

・国、県からの情報及び農業新聞・農業情報誌からの情報を収集し、迅速且つ的確に農家、生産者

へ伝達する。また、関連機関・団体間でも情報を共有し、施策の立案に役立たせます。 

・先進地視察、各種物産展・商談会への参加等により、農業生産力、農業技術、販売力等の向上に

つなげます。 

 

 

伊仙町農業振興計画策定委員会 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ② 人づくり 

【現状と課題】 

・認定農業者の数は減っているが、申請時の経営指導を強化し、本当にやる気のある農家の申請を

促しています。 

・新規就農者数の把握手法が難しい状況。その後のフォローアップも県が主導となっています。 

・認定農業者を事業申請時のメリットとしか捉えない方が多く、自らの農業経営を見直すことの大

切さが伝わっていません。 

・新規就農者の段階毎の悩みや要望に応えるシステム化された巡回方法が確立されていません。 

・これまでの取組として、島内外での研修の実施や若手農業者（島内・奄美群島内）同士や他団体

との交流会を実施しました。 

 

【基本方針】 

○担い手確保 

着実な経営を行える人材の確保、育成に力を入れます。 

 また、将来の伊仙町農業を担う新規就農者の育成、支援も非常に重要な課題であり、夢ある農業

を目指す若者の新規就農を確実且つ持続的なものとします。 

               

【目標】 

・農業経営基盤強化促進に関する基本構想も改正され、認定新規就農者向け営農類型も整理された

ので、町としては各農家経営が幾らの所得を目指し、そのためにどの品目をどの位、という経営感

覚を各担当が共有しながら農家への情報提供や指導に当たります。 

 

【施策の概要】 

・認定農業者会は役員会を活性化させ、自主性・主体性を持たせるべきです。 

・農業普及課及び JA と連絡を密に取り、青色申告などの経営指導に一緒に入ってもらって経営計

画の相談に乗ります。 

新規就農者に対しては年度当初のみでなく、研修会毎に相談会を開くなど、ニーズを拾います。 

・座談会等での、Ｕターン者・Ｉターン者への就農・栽培呼びかけ等を行い、新規就農者、未認定

の農家への呼びかけにより認定農業者の増加を目指します。 

○担い手育成の施策 

・農家の自主性、主体性を涵養するような施策を講じていきます。 

・関係機関と緊密な連携を取り、また、青色申告等の経営計画の策定を促し、経営意識の高い農家

の育成を図ります。 

・複式簿記の積極的推進、導入支援により経営意識の高い農家の育成を図ります。 

・新規就農者へのきめ細やかな支援や研修の充実、情報の提供などを行い、就農意欲を高め、将来

の担い手へつなげます。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ③ 糖業 

【現状と課題】 

・さとうきびは基幹作物として約 65％の作付面積を占めます。台風等の影響を受け減収となるも

のの０（無）となることはなく、今後も主たる作物であることはゆるぎありません。ただし、伊仙

町の単収は三町でも低く、適期管理等を確実に行うことにより改善するものと思われます。また、

作付面積を※GISソフト等を活用し、正確に把握することにより改善策を見いだすべきであります。 

・さとうきび農家も高齢化がすすみ営農集団への負担が増加しつつあります。近年の台風・メイチュ

ウ等の被害により農家・営農集団の所得が減少し、経営を圧迫しています。 

・農家の高齢化にともない、営農集団の果たす役割は、今後ますます重要となります。初期に導入

したハーベスターが更新時期にきているものが多数あり、故障等のトラブルが増加しています。す

べての営農集団が更新できるか危惧するところであります。 

・農地の集約が進んでいません。 

・これまでの取組として、ハーベスター等大型機械の導入事業や春植え・夏植え種苗の補助を実施

しました。 

※GIS＝地理情報や付加情報をコンピュータ上で作成・保存・利用・管理・表示・検索するシステム 

 

【基本方針】 

・経営者としての生産見込の把握。（植付サイクルをもとに３ヵ年計画の作成） 

 

【目標】 

・優良種苗植付による単収向上。 

・欠株補植による単収の向上。（補植機の検討・開発）  

 

【施策の概要】 

・補助事業を活用したハーベスターの機能向上（オーバーホール）を行い，作業の効率化を図りま

す。 

・適期植付作業のための植付プランター（植付機）の導入。 

・病害虫防除週間の設置。（一斉防除を行うことにより害虫発生密度を低下させます。） 

・薬剤の効果効能の周知徹底。（除草剤・殺虫剤の混合散布は行わない，オンコル OK粒剤のような

従来薬品と違うものについては十分に説明を行います。） 

・ハーベスターの機能向上を促進し、その支援を充実させます。 

・プランターの導入促進し、その支援をします。 

・植付及び管理作業専用（専門）の受託組織の育成。 

・春植え、夏植えの推進をより強化していきます。 

・単収向上のための施策（優良種苗の提供、欠株補植の奨励）を多面的に講じます。 

・１トン単収増運動 

１農家、１トン／１反増（キビ１トン向上運動）を毎年実施し、達成者へは、堆肥等のプレゼント

等、営農意欲をくすぐる試みを実施します。 

・病害虫防除週間・月間の設置など意識向上及び徹底管理を図ります。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ② 人づくり 

【現状と課題】 

・認定農業者の数は減っているが、申請時の経営指導を強化し、本当にやる気のある農家の申請を

促しています。 

・新規就農者数の把握手法が難しい状況。その後のフォローアップも県が主導となっています。 

・認定農業者を事業申請時のメリットとしか捉えない方が多く、自らの農業経営を見直すことの大

切さが伝わっていません。 

・新規就農者の段階毎の悩みや要望に応えるシステム化された巡回方法が確立されていません。 

・これまでの取組として、島内外での研修の実施や若手農業者（島内・奄美群島内）同士や他団体

との交流会を実施しました。 

 

【基本方針】 

○担い手確保 

着実な経営を行える人材の確保、育成に力を入れます。 

 また、将来の伊仙町農業を担う新規就農者の育成、支援も非常に重要な課題であり、夢ある農業

を目指す若者の新規就農を確実且つ持続的なものとします。 

               

【目標】 

・農業経営基盤強化促進に関する基本構想も改正され、認定新規就農者向け営農類型も整理された

ので、町としては各農家経営が幾らの所得を目指し、そのためにどの品目をどの位、という経営感

覚を各担当が共有しながら農家への情報提供や指導に当たります。 

 

【施策の概要】 

・認定農業者会は役員会を活性化させ、自主性・主体性を持たせるべきです。 

・農業普及課及び JA と連絡を密に取り、青色申告などの経営指導に一緒に入ってもらって経営計

画の相談に乗ります。 

新規就農者に対しては年度当初のみでなく、研修会毎に相談会を開くなど、ニーズを拾います。 

・座談会等での、Ｕターン者・Ｉターン者への就農・栽培呼びかけ等を行い、新規就農者、未認定

の農家への呼びかけにより認定農業者の増加を目指します。 

○担い手育成の施策 

・農家の自主性、主体性を涵養するような施策を講じていきます。 

・関係機関と緊密な連携を取り、また、青色申告等の経営計画の策定を促し、経営意識の高い農家

の育成を図ります。 

・複式簿記の積極的推進、導入支援により経営意識の高い農家の育成を図ります。 

・新規就農者へのきめ細やかな支援や研修の充実、情報の提供などを行い、就農意欲を高め、将来

の担い手へつなげます。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ③ 糖業 

【現状と課題】 

・さとうきびは基幹作物として約 65％の作付面積を占めます。台風等の影響を受け減収となるも

のの０（無）となることはなく、今後も主たる作物であることはゆるぎありません。ただし、伊仙

町の単収は三町でも低く、適期管理等を確実に行うことにより改善するものと思われます。また、

作付面積を※GISソフト等を活用し、正確に把握することにより改善策を見いだすべきであります。 

・さとうきび農家も高齢化がすすみ営農集団への負担が増加しつつあります。近年の台風・メイチュ

ウ等の被害により農家・営農集団の所得が減少し、経営を圧迫しています。 

・農家の高齢化にともない、営農集団の果たす役割は、今後ますます重要となります。初期に導入

したハーベスターが更新時期にきているものが多数あり、故障等のトラブルが増加しています。す

べての営農集団が更新できるか危惧するところであります。 

・農地の集約が進んでいません。 

・これまでの取組として、ハーベスター等大型機械の導入事業や春植え・夏植え種苗の補助を実施

しました。 

※GIS＝地理情報や付加情報をコンピュータ上で作成・保存・利用・管理・表示・検索するシステム 

 

【基本方針】 

・経営者としての生産見込の把握。（植付サイクルをもとに３ヵ年計画の作成） 

 

【目標】 

・優良種苗植付による単収向上。 

・欠株補植による単収の向上。（補植機の検討・開発）  

 

【施策の概要】 

・補助事業を活用したハーベスターの機能向上（オーバーホール）を行い，作業の効率化を図りま

す。 

・適期植付作業のための植付プランター（植付機）の導入。 

・病害虫防除週間の設置。（一斉防除を行うことにより害虫発生密度を低下させます。） 

・薬剤の効果効能の周知徹底。（除草剤・殺虫剤の混合散布は行わない，オンコル OK粒剤のような

従来薬品と違うものについては十分に説明を行います。） 

・ハーベスターの機能向上を促進し、その支援を充実させます。 

・プランターの導入促進し、その支援をします。 

・植付及び管理作業専用（専門）の受託組織の育成。 

・春植え、夏植えの推進をより強化していきます。 

・単収向上のための施策（優良種苗の提供、欠株補植の奨励）を多面的に講じます。 

・１トン単収増運動 

１農家、１トン／１反増（キビ１トン向上運動）を毎年実施し、達成者へは、堆肥等のプレゼント

等、営農意欲をくすぐる試みを実施します。 

・病害虫防除週間・月間の設置など意識向上及び徹底管理を図ります。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ④ 畜産 

【現状と課題】 

・年々農家戸数及び飼養頭数が減少しています。 

・販売価格は全国的な子牛不足により、高止まりが続いています。 

・農家の高齢化や担い手不足により農家戸数及び飼養頭数が減少している状況で、県経済連も頭数

減少に危機感を募らせており、飼養頭数の１割増頭を目標とする活動を各市町村、ＪＡへ呼びかけ

ている。コスト高により経営圧迫が懸念されています。燃料に関して、主に農業用機械は軽油を使

用しており、免税券により、安価に入手できます。肥料に関して、価格高騰時に安定基金が発動し、

農家個々に基金が支払われます。濃厚飼料に関しても前年度と価格を比較して高騰した分の 80％

を補填する基金が発動し、農家個々に振り込まれます。基金の特性上、価格高騰分全額の補填が不

可能なため、コストの上昇分に対応仕切れていません。子牛価格が高止まりを続けているが全体的

なコスト上昇の結果、農家の経営を圧迫しています。 

・これまでの取組として、町有牛貸付（一時、中止。平成２６年度より再開）や優良素牛保留事業

による生産素牛頭数増頭及び維持を図りました。 

 

【基本方針】 

・平成２６年７月に韓国で口蹄疫が発生し、国、県としても防疫体制の強化を実施している状況で

あります。日頃の衛生管理技術や飼養管理技術の向上を目的として、３町合同でのセリ前研修会を

平成２６年度から実施しています。講師には、家畜保健衛生所、普及課普及委員、共済獣医に依頼

し、毎月セリを実施していることから、その月に気をつけなければならないこと等、タイムリーな

情報を提供できる研修会となっています。こうした積み重ねで、品質の高い子牛の生産に繋げます。 

 

【目標】 

＜参考値＞H２５産出額 平均価格 461,140円・産出額 1,076,763,000円 

 

【施策の概要】 

・良質な粗飼料の確保、低廉な価格による提供。 

・生産頭数確保のために、増頭奨励金等の交付を検討します。 

・優れた牛の優良素牛保留事業を継続・充実させます。 

・タイムリーな情報の提供、技術向上のための研修会の開催を増やします。 

・畜産共進会への積極的な参加など、畜産振興への機運を高めます。 

・出荷に向けた子牛の徹底した管理を奨励します。 

・畜産ヘルパー制度の早期導入、安定化など、より安心した飼養体制の整備を図ります。 

・子牛保育器の導入支援など、畜産農家の利便性の向上に努めます。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ⑤ 野菜 

【現状と課題】 

・本町の野菜生産は、さとうきび・畜産との複合経営の中で輸送野菜として取り組まれており、鹿

児島県の農林水産物認証制度を取得し、ブランド産地指定を受けた冬春の露地早出し栽培のばれい

しょを中心に、同じく鹿児島県の農林水産物認証制度を取得し、契約栽培で出荷しているにんじん

などを導入しています。 

・病害虫による被害や・栽培技術のばらつき。輸送コストが本土と比べると高い。等が課題として

挙げられます。 

・ばれいしょについては、２年連続の価格低迷で農家の栽培意欲が薄れ品目転換が見受けられます。 

・にんじんに関しては、輸送コスト高と鮮度保持が課題。 

 

【基本方針】 

・ばれいしょ、にんじんに加えて、カボチャ栽培も重点品目として面積維持を図りながら生産拡大

を図ります。 

 

【目標】 

・ばれいしょ、にんじん、カボチャ栽培を重点品目として面積維持を図りながら生産拡大を図りま

す。今後は、温暖な気象条件を生かしたばれいしょ・にんじんの早出し産地として面積拡大を進め

るとともに、生産者組織の育成・強化と機械導入による作業効率の省力化、輸送コスト事業を活用

して低コスト化を図りながら、安心安全な栽培技術の普及・確立を関係機関・団体一体となって進

めます。 

・かぼちゃに関しては、本町の温暖な気象条件を生かして産地としての作型体系の確立を目指す品

目であり、今後も畑かん整備を推進し、重点品目として生産量・生産額の増を目指します。 

 

【施策の概要】 

・キビ等との輪作体系の確立。また、掘り取り機等の機械化の導入による省力化を広めます。 

・夏場の緑肥作物の栽培による病害軽減疾病防除対策 

・土壌診断を行い土づくりの推進 

・高齢者農家への作業受託の推進 

・ＪＡ等の関係機関と連携し、出荷が集中しないよう作付時期の調整、出荷量の調整等、安定出荷

による価格変動の安定化を図ります。 

・ＪＲコンテナの利用により輸送コストの低減を図ります。 

・にんじんに関しては、冷蔵コンテナの利用による品質・鮮度の保持を図ります。 

・作付けや出荷量の調整を徹底することで、価格変動の安定化を目指します。 

・輸送コスト低減（国・県の輸送コスト支援事業、ＪＲコンテナの利用）を最大限に活用して、市

場競争力の強化を図ります。 

・そうか病にかかったばれいしょ等を有効利用するための貯蔵庫・保冷庫の導入を検討します。 

・にんじんに関しては、品質鮮度保持のための冷蔵コンテナ利用を計画、検討します。 

 



第５次伊仙町総合計画 

36 
 

Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ④ 畜産 

【現状と課題】 

・年々農家戸数及び飼養頭数が減少しています。 

・販売価格は全国的な子牛不足により、高止まりが続いています。 

・農家の高齢化や担い手不足により農家戸数及び飼養頭数が減少している状況で、県経済連も頭数

減少に危機感を募らせており、飼養頭数の１割増頭を目標とする活動を各市町村、ＪＡへ呼びかけ

ている。コスト高により経営圧迫が懸念されています。燃料に関して、主に農業用機械は軽油を使

用しており、免税券により、安価に入手できます。肥料に関して、価格高騰時に安定基金が発動し、

農家個々に基金が支払われます。濃厚飼料に関しても前年度と価格を比較して高騰した分の 80％

を補填する基金が発動し、農家個々に振り込まれます。基金の特性上、価格高騰分全額の補填が不

可能なため、コストの上昇分に対応仕切れていません。子牛価格が高止まりを続けているが全体的

なコスト上昇の結果、農家の経営を圧迫しています。 

・これまでの取組として、町有牛貸付（一時、中止。平成２６年度より再開）や優良素牛保留事業

による生産素牛頭数増頭及び維持を図りました。 

 

【基本方針】 

・平成２６年７月に韓国で口蹄疫が発生し、国、県としても防疫体制の強化を実施している状況で

あります。日頃の衛生管理技術や飼養管理技術の向上を目的として、３町合同でのセリ前研修会を

平成２６年度から実施しています。講師には、家畜保健衛生所、普及課普及委員、共済獣医に依頼

し、毎月セリを実施していることから、その月に気をつけなければならないこと等、タイムリーな

情報を提供できる研修会となっています。こうした積み重ねで、品質の高い子牛の生産に繋げます。 

 

【目標】 

＜参考値＞H２５産出額 平均価格 461,140円・産出額 1,076,763,000円 

 

【施策の概要】 

・良質な粗飼料の確保、低廉な価格による提供。 

・生産頭数確保のために、増頭奨励金等の交付を検討します。 

・優れた牛の優良素牛保留事業を継続・充実させます。 

・タイムリーな情報の提供、技術向上のための研修会の開催を増やします。 

・畜産共進会への積極的な参加など、畜産振興への機運を高めます。 

・出荷に向けた子牛の徹底した管理を奨励します。 

・畜産ヘルパー制度の早期導入、安定化など、より安心した飼養体制の整備を図ります。 

・子牛保育器の導入支援など、畜産農家の利便性の向上に努めます。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ⑤ 野菜 

【現状と課題】 

・本町の野菜生産は、さとうきび・畜産との複合経営の中で輸送野菜として取り組まれており、鹿

児島県の農林水産物認証制度を取得し、ブランド産地指定を受けた冬春の露地早出し栽培のばれい

しょを中心に、同じく鹿児島県の農林水産物認証制度を取得し、契約栽培で出荷しているにんじん

などを導入しています。 

・病害虫による被害や・栽培技術のばらつき。輸送コストが本土と比べると高い。等が課題として

挙げられます。 

・ばれいしょについては、２年連続の価格低迷で農家の栽培意欲が薄れ品目転換が見受けられます。 

・にんじんに関しては、輸送コスト高と鮮度保持が課題。 

 

【基本方針】 

・ばれいしょ、にんじんに加えて、カボチャ栽培も重点品目として面積維持を図りながら生産拡大

を図ります。 

 

【目標】 

・ばれいしょ、にんじん、カボチャ栽培を重点品目として面積維持を図りながら生産拡大を図りま

す。今後は、温暖な気象条件を生かしたばれいしょ・にんじんの早出し産地として面積拡大を進め

るとともに、生産者組織の育成・強化と機械導入による作業効率の省力化、輸送コスト事業を活用

して低コスト化を図りながら、安心安全な栽培技術の普及・確立を関係機関・団体一体となって進

めます。 

・かぼちゃに関しては、本町の温暖な気象条件を生かして産地としての作型体系の確立を目指す品

目であり、今後も畑かん整備を推進し、重点品目として生産量・生産額の増を目指します。 

 

【施策の概要】 

・キビ等との輪作体系の確立。また、掘り取り機等の機械化の導入による省力化を広めます。 

・夏場の緑肥作物の栽培による病害軽減疾病防除対策 

・土壌診断を行い土づくりの推進 

・高齢者農家への作業受託の推進 

・ＪＡ等の関係機関と連携し、出荷が集中しないよう作付時期の調整、出荷量の調整等、安定出荷

による価格変動の安定化を図ります。 

・ＪＲコンテナの利用により輸送コストの低減を図ります。 

・にんじんに関しては、冷蔵コンテナの利用による品質・鮮度の保持を図ります。 

・作付けや出荷量の調整を徹底することで、価格変動の安定化を目指します。 

・輸送コスト低減（国・県の輸送コスト支援事業、ＪＲコンテナの利用）を最大限に活用して、市

場競争力の強化を図ります。 

・そうか病にかかったばれいしょ等を有効利用するための貯蔵庫・保冷庫の導入を検討します。 

・にんじんに関しては、品質鮮度保持のための冷蔵コンテナ利用を計画、検討します。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ⑥ 園芸（花卉） 

【現状と課題】 

・ソリダゴは、本町における花卉の中心品目であり、年３回転の栽培で高所得が期待できるととも

に、市場からの需要も安定しています。 

・スプレー菊は、温暖な気象条件を生かし、冬春期の露地栽培における主要品目として栽培されて

おり、安定した販売もなされています。 

・品質のばらつきがあるため、基本技術の徹底指導が必要である。 

・夏場の鮮度保持対策として輸送時に使用しているフリーザーコンテナが古く、使用できないもの

が多いためコンテナが不足しています。 

 

【基本方針】 

・生産・経営計画達成のために、作型・作式の検討及び改善や県徳之島支場の試験データの活用と

栽培の基本的技術の徹底指導を行います。 

 

【目標】 

・生産・経営計画達成のために、作型・作式の検討及び改善や県徳之島支場の試験データの活用と

栽培の基本的技術の徹底指導により品質向上及び単収向上を図ります。 

・認定農家数や新規就農者の増加を目指します。 

 

【施策の概要】 

・生産・経営計画達成のために、作型・作式の検討及び改善や県徳之島支場の試験データの活用と

栽培の基本的技術の徹底指導により品質向上及び単収向上を図ります。また、省力機械の導入、ハ

ウスや集出荷施設の整備も推進します。 

・農家育成計画達成のために、集落座談会や経済課通信などの広報を通じた呼びかけを行い、新規

就農者やまだ認定を受けていない農家に働きかけ、認定農家数や新規就農者の増加を目指します。 

・上記課題に関し、船会社等よりコンテナを夏場のみリースし対応します。 

（果樹関係） 

・マンゴー中心に亜熱帯果樹をより推進します。 

・パパイア等の新たな流通可能性を探ります。 

（花卉関係） 

・作型の検討、技術指導により、品質向上、反収向上を図ります。 

・夏場のコンテナリース等により鮮度保持のための施策を講じます。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ⑦ 鳥獣被害対策 

【現状と課題】 

・イノシシについては，山林に隣接する畑地や耕作放棄地近くの畑地を中心に町内全域で発生して

います。ここ数年台風の影響等による山の餌不足で畑地での被害が増加しており，特に，さとうき

びの生育初期の掘り起こしや収穫期の食害や倒伏の被害が多い状況です。 

カラスについては，家畜飼料への食害や果樹への食害等町内全域で被害が拡大しています。 

・猟友会の高齢化等により、捕獲の担い手が減少しているため、捕獲従事者の確保が課題となって

います。 

・集落単位での話し合い活動を通じ，広域の侵入防止柵整備等，効果的な被害防止対策を行う必要

があります。 

・これまでの取組として、イノシシは伊仙町猟友会との連携により有害鳥獣捕獲や町の一般財源で

の捕獲報償金を実施。 

また、農家が個々に侵入防止柵を設置し，被害防止に努めています。 

・カラスについては，農家個々で※テグス等での対策を取りつつ，平成２３年度にカラス用捕獲箱

３基を導入している。 

 

※テグス＝ナイロンなど合成繊維で出来たコード・ひも。一番一般的なものはナイロン製のもの。 

 

【基本方針】 

・集落住民に対し普及啓発を行い，住民が主体となった被害対策の推進を図ります。 

 

【目標】 

・今後も猟友会と連携し，捕獲従事者の確保や育成に努め捕獲活動を促進します。 

 

【施策の概要】 

＜今後の対策＞ 

・集落住民に対し，被害対策の普及啓発を図ります。 

・集落住民が主体となった被害対策の推進を行います。 

・効果的な侵入防止柵の設置を推進します。 

・捕獲従事者の確保･育成を図ります。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ⑥ 園芸（花卉） 

【現状と課題】 

・ソリダゴは、本町における花卉の中心品目であり、年３回転の栽培で高所得が期待できるととも

に、市場からの需要も安定しています。 

・スプレー菊は、温暖な気象条件を生かし、冬春期の露地栽培における主要品目として栽培されて

おり、安定した販売もなされています。 

・品質のばらつきがあるため、基本技術の徹底指導が必要である。 

・夏場の鮮度保持対策として輸送時に使用しているフリーザーコンテナが古く、使用できないもの

が多いためコンテナが不足しています。 

 

【基本方針】 

・生産・経営計画達成のために、作型・作式の検討及び改善や県徳之島支場の試験データの活用と

栽培の基本的技術の徹底指導を行います。 

 

【目標】 

・生産・経営計画達成のために、作型・作式の検討及び改善や県徳之島支場の試験データの活用と

栽培の基本的技術の徹底指導により品質向上及び単収向上を図ります。 

・認定農家数や新規就農者の増加を目指します。 

 

【施策の概要】 

・生産・経営計画達成のために、作型・作式の検討及び改善や県徳之島支場の試験データの活用と

栽培の基本的技術の徹底指導により品質向上及び単収向上を図ります。また、省力機械の導入、ハ

ウスや集出荷施設の整備も推進します。 

・農家育成計画達成のために、集落座談会や経済課通信などの広報を通じた呼びかけを行い、新規

就農者やまだ認定を受けていない農家に働きかけ、認定農家数や新規就農者の増加を目指します。 

・上記課題に関し、船会社等よりコンテナを夏場のみリースし対応します。 

（果樹関係） 

・マンゴー中心に亜熱帯果樹をより推進します。 

・パパイア等の新たな流通可能性を探ります。 

（花卉関係） 

・作型の検討、技術指導により、品質向上、反収向上を図ります。 

・夏場のコンテナリース等により鮮度保持のための施策を講じます。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ⑦ 鳥獣被害対策 

【現状と課題】 

・イノシシについては，山林に隣接する畑地や耕作放棄地近くの畑地を中心に町内全域で発生して

います。ここ数年台風の影響等による山の餌不足で畑地での被害が増加しており，特に，さとうき

びの生育初期の掘り起こしや収穫期の食害や倒伏の被害が多い状況です。 

カラスについては，家畜飼料への食害や果樹への食害等町内全域で被害が拡大しています。 

・猟友会の高齢化等により、捕獲の担い手が減少しているため、捕獲従事者の確保が課題となって

います。 

・集落単位での話し合い活動を通じ，広域の侵入防止柵整備等，効果的な被害防止対策を行う必要

があります。 

・これまでの取組として、イノシシは伊仙町猟友会との連携により有害鳥獣捕獲や町の一般財源で

の捕獲報償金を実施。 

また、農家が個々に侵入防止柵を設置し，被害防止に努めています。 

・カラスについては，農家個々で※テグス等での対策を取りつつ，平成２３年度にカラス用捕獲箱

３基を導入している。 

 

※テグス＝ナイロンなど合成繊維で出来たコード・ひも。一番一般的なものはナイロン製のもの。 

 

【基本方針】 

・集落住民に対し普及啓発を行い，住民が主体となった被害対策の推進を図ります。 

 

【目標】 

・今後も猟友会と連携し，捕獲従事者の確保や育成に努め捕獲活動を促進します。 

 

【施策の概要】 

＜今後の対策＞ 

・集落住民に対し，被害対策の普及啓発を図ります。 

・集落住民が主体となった被害対策の推進を行います。 

・効果的な侵入防止柵の設置を推進します。 

・捕獲従事者の確保･育成を図ります。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ⑧ 百菜及び加工工房との連携 

【現状と課題】 

（百菜） 

・長寿世界一と子宝日本一の伊仙町だからこそ受け継がなければならない「食文化」。そしてそれ

を作り上げてきた「環境」と「農業」をこれからも大切にし、多くの方々へこの島の食文化を伝え

たい、そんな思いで出来たのが“んと元気な直売所百菜”であります。 

・国のまちづくり交付金事業を活用して、総工事費 １億 3700万円で建設し、平成２１年４月に

開館した「百菜」は、直売所・喫茶スペース・パン工房等を兼ね備え、町内外から買い物客が訪れ、

地域交流の拠点にもなっています。 

 施設の建設は町行政で行ったが、運営は組合方式となっており、併設の選果場へ野菜・果物等を

地元農家が出荷したり、農産物や加工品を本土向け発送する「徳之島まるごときゅっきゅっ便」等

の取組を行っています。 

・開館から売上高を順調に伸ばしていたが、平成２６年には近隣に大型商業施設がオープンした影

響で、売り上げ減が懸念されます。また、組合方式の運営でありながら、当初の理念である町行政

に依存しない運営に向けて、業者との競争による危機意識も含め、今後は自立した運営をやってい

かなければなりません。 

 

んと元気な直売所百菜 

 

（加工工房） 

・本施設は、黒糖その他サトウキビの加工品の製造を中核としながら、本町の農林水産物を利用し

た特産品の製造・販売等、付加価値の向上に取り組むことにより、地場産業の活性化、就業機会の

創出及び地域の産業振興を図るために建設されました。 

・国の補助を受け、総工事費 250,916千円で建設、平成２６年３月２６日に竣工しました。 

・平成３１年目標として、年間約６００トンの原料受入、約６０トンの製造を計画しています。 

・上記のように課題も多いが、町が推進する「第６次産業」振興や町内雇用確保の観点から、管理

運営する指定管理者と町行政がスクラムを組んで、施設運営に取り組まなければならない。 

 また、本施設の指定管理者たる「（株）徳之島かんかんファーム」が構想する今後の展開のバッ

クアップを図っていく必要があります。 
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伊仙町特産品加工工房 

 

【基本方針】 

・今後１０年間の重点施策である農業分野において、百菜及び加工工房との連携は必要不可欠です。

また、町の６次産業化、地産地消等の農産物の高付加価値化を図るために、これら施設運営の積 

極的利活用を推進します。 

 

【目標】 

・直売所百菜の「自立した運営」を図ります。 

・特産品加工工房の雇用者１０名を確保します。 

 

【施策の概要】 

（百菜） 

・直売所百菜の買い物や食事での利用を広くＰＲしていきます。特に、町外から来たお客様向けの

利用促進を町行政としてバックアップします。 

・平成２５年度から始めた「きゅっきゅっ便」の利用者増を図るため、町としても情報発信や顧客

確保に協力します。 

○地産地消の展開 

・百菜を拠点に、伊仙町農畜産物の販売を拡大します。 

・給食センター、病院、福祉施設等における伊仙町農畜産物の利用拡大を図ります。 

・空港、港などへの観光案内と一体となった直販コーナーの設置など多角的な展開を図ります。 

 

（伊仙町特産品加工工房） 

・本町の農林水産物を利用した特産品の製造・販売を積極的に推進します。 

・加工工房を島内観光の拠点にすべく、観光コースの休憩スポットとして認知させるための情報を

発信します。 

・加工施設という強みを生かし、既存の商品だけを製造・販売するのでなく、新商品の開発に鋭意

取り組みます。 
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Ⅱ．４．農業・第６次産業振興プロジェクト 

（１）農業振興 ⑧ 百菜及び加工工房との連携 

【現状と課題】 

（百菜） 

・長寿世界一と子宝日本一の伊仙町だからこそ受け継がなければならない「食文化」。そしてそれ

を作り上げてきた「環境」と「農業」をこれからも大切にし、多くの方々へこの島の食文化を伝え

たい、そんな思いで出来たのが“んと元気な直売所百菜”であります。 

・国のまちづくり交付金事業を活用して、総工事費 １億 3700万円で建設し、平成２１年４月に

開館した「百菜」は、直売所・喫茶スペース・パン工房等を兼ね備え、町内外から買い物客が訪れ、

地域交流の拠点にもなっています。 

 施設の建設は町行政で行ったが、運営は組合方式となっており、併設の選果場へ野菜・果物等を

地元農家が出荷したり、農産物や加工品を本土向け発送する「徳之島まるごときゅっきゅっ便」等

の取組を行っています。 

・開館から売上高を順調に伸ばしていたが、平成２６年には近隣に大型商業施設がオープンした影

響で、売り上げ減が懸念されます。また、組合方式の運営でありながら、当初の理念である町行政

に依存しない運営に向けて、業者との競争による危機意識も含め、今後は自立した運営をやってい

かなければなりません。 

 

んと元気な直売所百菜 

 

（加工工房） 

・本施設は、黒糖その他サトウキビの加工品の製造を中核としながら、本町の農林水産物を利用し

た特産品の製造・販売等、付加価値の向上に取り組むことにより、地場産業の活性化、就業機会の

創出及び地域の産業振興を図るために建設されました。 

・国の補助を受け、総工事費 250,916千円で建設、平成２６年３月２６日に竣工しました。 

・平成３１年目標として、年間約６００トンの原料受入、約６０トンの製造を計画しています。 

・上記のように課題も多いが、町が推進する「第６次産業」振興や町内雇用確保の観点から、管理

運営する指定管理者と町行政がスクラムを組んで、施設運営に取り組まなければならない。 

 また、本施設の指定管理者たる「（株）徳之島かんかんファーム」が構想する今後の展開のバッ

クアップを図っていく必要があります。 
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伊仙町特産品加工工房 

 

【基本方針】 

・今後１０年間の重点施策である農業分野において、百菜及び加工工房との連携は必要不可欠です。

また、町の６次産業化、地産地消等の農産物の高付加価値化を図るために、これら施設運営の積 

極的利活用を推進します。 

 

【目標】 

・直売所百菜の「自立した運営」を図ります。 

・特産品加工工房の雇用者１０名を確保します。 

 

【施策の概要】 

（百菜） 

・直売所百菜の買い物や食事での利用を広くＰＲしていきます。特に、町外から来たお客様向けの

利用促進を町行政としてバックアップします。 

・平成２５年度から始めた「きゅっきゅっ便」の利用者増を図るため、町としても情報発信や顧客

確保に協力します。 

○地産地消の展開 

・百菜を拠点に、伊仙町農畜産物の販売を拡大します。 

・給食センター、病院、福祉施設等における伊仙町農畜産物の利用拡大を図ります。 

・空港、港などへの観光案内と一体となった直販コーナーの設置など多角的な展開を図ります。 

 

（伊仙町特産品加工工房） 

・本町の農林水産物を利用した特産品の製造・販売を積極的に推進します。 

・加工工房を島内観光の拠点にすべく、観光コースの休憩スポットとして認知させるための情報を

発信します。 

・加工施設という強みを生かし、既存の商品だけを製造・販売するのでなく、新商品の開発に鋭意

取り組みます。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（１）観光 ① 町の観光客誘致 

【現状と課題】 

 ・豊かな自然や個性的な文化を活かした観光は、現状では官民がそれぞれ個々に対応していて、

観光のメニューとして確立していません。 

 平成２４年に設立された「徳之島エコツアーガイド連絡協議会」によるエコツアーの取組を進め、

今後は島の新たな観光につなげたいと考えています。 

・長期滞在型観光は、町内の民泊やロッジで個別に泊まる方が長期滞在する例はあるようだが、観

光で具体的な取り組みは皆無に等しいです。 

 その足掛かりとして、移住（定住）者向けのゲストハウスを町で平成２６年度に１軒整備して、

長期滞在を希望する観光客にも対応します。 

・平成２９年の奄美・琉球世界自然遺産登録を見据え、島づたい観光の話もにわかに現実味を帯び

てきているが、現状では、奄美群島内各島それぞれの対応で、徳之島はクルーズ船が来た場合、バ

スが足りず隣の島から助けを借り対応している。また、島内での連携が不足していて、特に港の無

い本町からの参加協力が少ない状態であります。 

・「長寿の町」という売りがありながら、それを活かした体験観光は現況、行われていません。 

 長寿の源となる島の暮らし、食、水等の有効な資源を活かせていないので、これらの資源を手段

として外貨獲得につなげたいと考えます。 

・各集落の入口に案内標識が欲しいという要望は多く挙がっていて、実際に集落外の方が道に迷う

ケースも見受けられます。 

・観光客が宿泊できるホテルが必要という声は、住民からも挙がっているので、ホテルを誘致して、

ほーらい館や百菜の周辺施設を活用した宿泊施設の建設を検討しなければなりません。 

・町内の観光施設（トイレ・案内板・パンフレット・施設管理）は、整備済の喜念浜、徳之島なく

さみ館、瀬田海海浜公園、犬田布岬を除くと老朽化が進み、改修を行わなければならないが、整備

が進んでいない箇所もあります。 

・本町は特殊合計出生率が２．８１（平成２６年）で全国第 1位ながら、これを観光に活かした取

組があまり見られないので、そのような取組が求められています。 

・行政（役場）と民間で観光に取り組む力が分散しているので、今後は力を合わせて観光施策を推

進していかなければなりません。 

 
遊歩道整備後の観光公園犬田布岬 
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【基本方針】 

「奄美群島成長戦略ビジョン基本計画・実施計画（前期）」徳之島の基本計画に基づき、伊仙町で

取り組むべきこととして、町独自の魅力である「長寿・子宝・闘牛」をはじめ、恵まれた自然環境

や様々な行事や旧跡、農業、新たな作物などを活かしつつ、「多くのお客様に伊仙町へ来て・観て・

体験して・満足していただく」をコンセプトに観光の取組を進めます。 

 

徳之島なくさみ館（外観）       徳之島なくさみ館での闘牛大会 

 

【目標】 

・島（町）のうまみを伝え、沖縄や近隣地との差別化を図り、観光客増を目指します。 

・観光に関して本町独自に蓄積したデータは、不確定な要素が多く、数値目標を立てるのは困難で

すが、入込客数の実績に沿って、本町の目標数値を定めます。 

●町内観光地点の入込客数（平成 25年度 12,910人）（平成３６年目標 16,137人） 

【内訳】 

観光地点名 25年度利用者数 

瀬田海海浜公園（整備済） 3,250 

犬田布岬（Ｈ25～27年度整備） 3,445 

喜念浜（整備済） 2,770 

泉重千代公園（一部整備済） 3,445 

合  計 12,910 

 

【施策の概要】 

・平成２９年目標の世界自然遺産登録が実現したら、多くの観光客が来ることも想定されるので、

人気の観光地などの手法を研究し町や島の観光業発展に生かすため、沖縄など近隣の観光地から講

師を呼び、研修を行いたいと考えています。 

 また、登録を見据えて、世界自然遺産の先進地を調査し、観光客対応や景観美化、ゴミ対策等事

例を参考に観光の取組を行います。 

・島の空、海の玄関に行きやすい地の利を生かし、奥座敷でゆっくり観光が出来る町として売り出

します。 

・島づたい観光を現実のものにするには、まず町で対応できる体制を整備し、沖縄との連携も模索

しながら取組を進めなければなりません。 

・観光客誘致策として、鹿浦港、面縄港を観光クルーズ船の寄港等での活用を検討。 

・地元の人が地元の良さを伝える取組（例.町内各小学校区ごとに小学生がマップを作成、地元の
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（１）観光 ① 町の観光客誘致 

【現状と課題】 

 ・豊かな自然や個性的な文化を活かした観光は、現状では官民がそれぞれ個々に対応していて、

観光のメニューとして確立していません。 

 平成２４年に設立された「徳之島エコツアーガイド連絡協議会」によるエコツアーの取組を進め、

今後は島の新たな観光につなげたいと考えています。 

・長期滞在型観光は、町内の民泊やロッジで個別に泊まる方が長期滞在する例はあるようだが、観

光で具体的な取り組みは皆無に等しいです。 

 その足掛かりとして、移住（定住）者向けのゲストハウスを町で平成２６年度に１軒整備して、

長期滞在を希望する観光客にも対応します。 

・平成２９年の奄美・琉球世界自然遺産登録を見据え、島づたい観光の話もにわかに現実味を帯び

てきているが、現状では、奄美群島内各島それぞれの対応で、徳之島はクルーズ船が来た場合、バ

スが足りず隣の島から助けを借り対応している。また、島内での連携が不足していて、特に港の無

い本町からの参加協力が少ない状態であります。 

・「長寿の町」という売りがありながら、それを活かした体験観光は現況、行われていません。 

 長寿の源となる島の暮らし、食、水等の有効な資源を活かせていないので、これらの資源を手段

として外貨獲得につなげたいと考えます。 

・各集落の入口に案内標識が欲しいという要望は多く挙がっていて、実際に集落外の方が道に迷う

ケースも見受けられます。 

・観光客が宿泊できるホテルが必要という声は、住民からも挙がっているので、ホテルを誘致して、

ほーらい館や百菜の周辺施設を活用した宿泊施設の建設を検討しなければなりません。 

・町内の観光施設（トイレ・案内板・パンフレット・施設管理）は、整備済の喜念浜、徳之島なく

さみ館、瀬田海海浜公園、犬田布岬を除くと老朽化が進み、改修を行わなければならないが、整備

が進んでいない箇所もあります。 

・本町は特殊合計出生率が２．８１（平成２６年）で全国第 1位ながら、これを観光に活かした取

組があまり見られないので、そのような取組が求められています。 

・行政（役場）と民間で観光に取り組む力が分散しているので、今後は力を合わせて観光施策を推

進していかなければなりません。 

 
遊歩道整備後の観光公園犬田布岬 
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【基本方針】 

「奄美群島成長戦略ビジョン基本計画・実施計画（前期）」徳之島の基本計画に基づき、伊仙町で

取り組むべきこととして、町独自の魅力である「長寿・子宝・闘牛」をはじめ、恵まれた自然環境

や様々な行事や旧跡、農業、新たな作物などを活かしつつ、「多くのお客様に伊仙町へ来て・観て・

体験して・満足していただく」をコンセプトに観光の取組を進めます。 

 

徳之島なくさみ館（外観）       徳之島なくさみ館での闘牛大会 

 

【目標】 

・島（町）のうまみを伝え、沖縄や近隣地との差別化を図り、観光客増を目指します。 

・観光に関して本町独自に蓄積したデータは、不確定な要素が多く、数値目標を立てるのは困難で

すが、入込客数の実績に沿って、本町の目標数値を定めます。 

●町内観光地点の入込客数（平成 25年度 12,910人）（平成３６年目標 16,137人） 

【内訳】 

観光地点名 25年度利用者数 

瀬田海海浜公園（整備済） 3,250 

犬田布岬（Ｈ25～27年度整備） 3,445 

喜念浜（整備済） 2,770 

泉重千代公園（一部整備済） 3,445 

合  計 12,910 

 

【施策の概要】 

・平成２９年目標の世界自然遺産登録が実現したら、多くの観光客が来ることも想定されるので、

人気の観光地などの手法を研究し町や島の観光業発展に生かすため、沖縄など近隣の観光地から講

師を呼び、研修を行いたいと考えています。 

 また、登録を見据えて、世界自然遺産の先進地を調査し、観光客対応や景観美化、ゴミ対策等事

例を参考に観光の取組を行います。 

・島の空、海の玄関に行きやすい地の利を生かし、奥座敷でゆっくり観光が出来る町として売り出

します。 

・島づたい観光を現実のものにするには、まず町で対応できる体制を整備し、沖縄との連携も模索

しながら取組を進めなければなりません。 

・観光客誘致策として、鹿浦港、面縄港を観光クルーズ船の寄港等での活用を検討。 

・地元の人が地元の良さを伝える取組（例.町内各小学校区ごとに小学生がマップを作成、地元の
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食べ物レシピを載せたガイドマップを作成）を推進します。 

・客観的な目で町を見てみるために、行政・民間互いにもてなしの心を持って接客するマナー講座

を官民共同で行う事を検討します。（訪問者の立場になり、工夫改善のポイントやヒントを探る。） 

・町の観光地をつないだルートを作成し、モデルコースを設定し、観光スポットとして確立させま

す。 

・体験型観光は、町自体の体験メニューが年々減っているので、新たなメニュー開発を官民一体で

取り組んでいきます。 

・町内の観光施設整備が急務であるが財政状況を勘案し、まずは現状の維持管理や周辺美化を町内

シルバー人材に委託し、続けていきます。 

・町としては、集落と協働で手づくり標識を作っていきたいと考えております。 

・物（資源）だけでなく人（人材）の宝庫でもある本町の人材を最大限に活かした取組を積極的に

推進します。 

・（特に一度目来た方に）工夫が足りないので、町独自のパンフレットを作成して、観光客に応対

します。 

・町内にウィークリーマンション等設置し、お客さんを誘致する等「子宝のまち」の資源を活かし

た取組を検討します。 

・外貨獲得のため、民間活力を生かした取組を行います。具体的には、町内の各観光地で観光客相

手に物産を売ったり、夏まつり等の集客が望めるイベントを民間委託し、行政に足りない独自の発

想でのイベント企画が期待でき、今以上に町外からの客を集め、外貨を得る目的で導入を検討しま

す。 

 

伊仙町ほーらい祭 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（１）観光 ② 奄美群島観光物産協会（ぐーんと奄美）との連携 

【現状と課題】 

・奄美群島は、奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島にそれぞれ観光連盟や協会があり、

プロモーション活動を各島個々に行っているが、予算が充分でない事や各島の認知度が低くＰＲ効

果が観光（入込）数に反映されていません。 

 このような現状から、群島を総括した観光物産のコーディネート事業を行う奄美群島観光物産協

会（以下、ぐーんと奄美）が平成２３年より設立され、各島が一体となった観光誘致及び物産振興

方策を推進しています。 

・ぐーんと奄美が推進する各種取組に、本町も連携・協力しているが、それに見合った効果が出て

いないので、徳之島にも配置している島コーディネーターを活用した町観光のＰＲやぐーんと奄美

が養成するファシリテーター（促進させる役割の人）研修に本町の関係者にも受講させる等、積極

的な事業参入が求められます。 

・ぐーんと奄美が各島で開催している「あまみシマ博」の徳之島自体の体験メニューが年々減って

いて、特に本町からの参加が少ないので、新たなメニュー開発を官民一体で取り組まなければなり

ません。 

・物産に関しても、ぐーんと奄美が各島で開催する「あまみ島一番キャンペーン」や大都市圏での

物産展等各種キャンペーンを実施しているが、本町からの参加が年々、減っている状況です。 

 今後とも民間業者単独での参加は難しいので、直売所・百菜を中心に参加を募り、ぐーんと奄美

のキャンペーンと連携した取組を進めていきたいと考えます。 

 

あまみシマ博・わら草履の手づくり 

（阿権・幸ちゃん家） 

【基本方針】 

「奄美群島成長戦略ビジョン基本計画・実施計画（前期）」徳之島の基本計画に基づき、伊仙町で

取り組むべきこととして、町独自の魅力である「長寿・子宝・闘牛」をはじめ、恵まれた自然環境

や様々な行事や旧跡、農業、新たな作物などを活かしつつ、「多くのお客様に来て・観て・住んで

満足してもらう」（奄美群島成長戦略ビジョンのコンセプト）どおりに観光の取組を進めます。 
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食べ物レシピを載せたガイドマップを作成）を推進します。 

・客観的な目で町を見てみるために、行政・民間互いにもてなしの心を持って接客するマナー講座

を官民共同で行う事を検討します。（訪問者の立場になり、工夫改善のポイントやヒントを探る。） 

・町の観光地をつないだルートを作成し、モデルコースを設定し、観光スポットとして確立させま

す。 

・体験型観光は、町自体の体験メニューが年々減っているので、新たなメニュー開発を官民一体で

取り組んでいきます。 

・町内の観光施設整備が急務であるが財政状況を勘案し、まずは現状の維持管理や周辺美化を町内

シルバー人材に委託し、続けていきます。 

・町としては、集落と協働で手づくり標識を作っていきたいと考えております。 

・物（資源）だけでなく人（人材）の宝庫でもある本町の人材を最大限に活かした取組を積極的に

推進します。 

・（特に一度目来た方に）工夫が足りないので、町独自のパンフレットを作成して、観光客に応対

します。 

・町内にウィークリーマンション等設置し、お客さんを誘致する等「子宝のまち」の資源を活かし

た取組を検討します。 

・外貨獲得のため、民間活力を生かした取組を行います。具体的には、町内の各観光地で観光客相

手に物産を売ったり、夏まつり等の集客が望めるイベントを民間委託し、行政に足りない独自の発

想でのイベント企画が期待でき、今以上に町外からの客を集め、外貨を得る目的で導入を検討しま

す。 

 

伊仙町ほーらい祭 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（１）観光 ② 奄美群島観光物産協会（ぐーんと奄美）との連携 

【現状と課題】 

・奄美群島は、奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島にそれぞれ観光連盟や協会があり、

プロモーション活動を各島個々に行っているが、予算が充分でない事や各島の認知度が低くＰＲ効

果が観光（入込）数に反映されていません。 

 このような現状から、群島を総括した観光物産のコーディネート事業を行う奄美群島観光物産協

会（以下、ぐーんと奄美）が平成２３年より設立され、各島が一体となった観光誘致及び物産振興

方策を推進しています。 

・ぐーんと奄美が推進する各種取組に、本町も連携・協力しているが、それに見合った効果が出て

いないので、徳之島にも配置している島コーディネーターを活用した町観光のＰＲやぐーんと奄美

が養成するファシリテーター（促進させる役割の人）研修に本町の関係者にも受講させる等、積極

的な事業参入が求められます。 

・ぐーんと奄美が各島で開催している「あまみシマ博」の徳之島自体の体験メニューが年々減って

いて、特に本町からの参加が少ないので、新たなメニュー開発を官民一体で取り組まなければなり

ません。 

・物産に関しても、ぐーんと奄美が各島で開催する「あまみ島一番キャンペーン」や大都市圏での

物産展等各種キャンペーンを実施しているが、本町からの参加が年々、減っている状況です。 

 今後とも民間業者単独での参加は難しいので、直売所・百菜を中心に参加を募り、ぐーんと奄美

のキャンペーンと連携した取組を進めていきたいと考えます。 

 

あまみシマ博・わら草履の手づくり 

（阿権・幸ちゃん家） 

【基本方針】 

「奄美群島成長戦略ビジョン基本計画・実施計画（前期）」徳之島の基本計画に基づき、伊仙町で

取り組むべきこととして、町独自の魅力である「長寿・子宝・闘牛」をはじめ、恵まれた自然環境

や様々な行事や旧跡、農業、新たな作物などを活かしつつ、「多くのお客様に来て・観て・住んで

満足してもらう」（奄美群島成長戦略ビジョンのコンセプト）どおりに観光の取組を進めます。 
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【目標】 

・「奄美群島成長戦略ビジョン基本計画・実施計画（前期）」入込客数の実績と目標に沿って、徳之

島の目標数値を定めます。（入込客の算出が「海路」「空路」で、本町の実数が出せないため。） 

 ＜奄美群島・徳之島入込客数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 参考資料：（実績値）奄美群島の概況 平成 25年度（鹿児島県大島支庁） 

      (目標値)奄美群島成長戦略ビジョン基本計画・実施計画（前期） 

 

【施策の概要】 

・ぐーんと奄美の観光物産人材育成やファシリテーター研修への参加を役場からも呼びかけ、一人

でも多くの観光従事者を育て、町の観光受け入れ態勢を強化します。 

・体験型観光は、町自体の体験メニューが年々減っているので、新たなメニュー開発を官民一体で

取り組んでいきます。 

・直売所・百菜を中心に、ぐーんと奄美のキャンペーンと連携した取組を町としても検討し、財政

的に困難な場合は隔年で物産展に参加したり、「あまみ島一番キャンペーン」には毎年、新しい商

品を出品出来るよう加工工房や食の各種団体、民間業者が連携して、新商品作りを行いたいと考え

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標 単位 平成 25年度 

（入込客数） 

平成 30年度

（入込客数目標） 

平成 35年度

（入込客数目標） 

奄美群島 目標 人  703,000 730,000 

実績 686,270   

徳之島 目標  129,425 134,395 

実績 126,345   
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（２）商工業 

【現状と課題】 

・農産物を活用し付加価値の高い特産品の開発については、直売所百菜の設立により農産物の地産

地消は促進されたが、これを加工した製品の開発が進んでいません。６次産業化も含め、官民一体

となって今後取り組まなければならない課題であります。 

・消費者ニーズに対応し、高度なサービスを提供できる商店街づくりを目指しているが、町民から

「さびれたメインストリートの活性化を望む」との意見もあり、空き店舗対策や買い物で町内に足

を留めさせる工夫、自家用車が無かったり、郊外に住んでいる人に対する配達サービス等の策を講

じなければなりません。 

・商工会と観光連盟が連携した対外的な PR（特産品フェアへの参加等）があまり出来ていません。 

・自家用車のない人への宅配サービスは、現在一部商店では宅配サービスを実施しています。 

 

 

【基本方針】 

・農産物を活用した特産品の加工技術の育成は、補助金や町の支援による専門家派遣の検討 

・補助金や支援等による賑わい創出などの商店街活性化策の検討 

・販路開拓（特産品フエアや物産展への参加等）等を図るための町の支援による物産展への参加の

検討 

 

 

【目標】 

・高齢者などが歩いて買い物ができる地域の商店・商店街をコミュニティーとして維持 

・豊富な農産物を活用した特産品の加工技術の育成や販路開拓を行います。 

 

 

【施策の概要】 

・町による利子補給制度の実施に伴う商工業者の負担軽減策として補助金制度を検討。 

・高齢者等に対する各商店による宅配サービスの実施等、各商店で買い物支援を始めていて、今後

はサービス実施の店舗を増やしたり、「よりよいサービス」の提供に努めていきます。 

 

 

 

 



第５次伊仙町総合計画 

46 
 

【目標】 

・「奄美群島成長戦略ビジョン基本計画・実施計画（前期）」入込客数の実績と目標に沿って、徳之

島の目標数値を定めます。（入込客の算出が「海路」「空路」で、本町の実数が出せないため。） 

 ＜奄美群島・徳之島入込客数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 参考資料：（実績値）奄美群島の概況 平成 25年度（鹿児島県大島支庁） 

      (目標値)奄美群島成長戦略ビジョン基本計画・実施計画（前期） 

 

【施策の概要】 

・ぐーんと奄美の観光物産人材育成やファシリテーター研修への参加を役場からも呼びかけ、一人

でも多くの観光従事者を育て、町の観光受け入れ態勢を強化します。 

・体験型観光は、町自体の体験メニューが年々減っているので、新たなメニュー開発を官民一体で

取り組んでいきます。 

・直売所・百菜を中心に、ぐーんと奄美のキャンペーンと連携した取組を町としても検討し、財政

的に困難な場合は隔年で物産展に参加したり、「あまみ島一番キャンペーン」には毎年、新しい商

品を出品出来るよう加工工房や食の各種団体、民間業者が連携して、新商品作りを行いたいと考え

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標 単位 平成 25年度 

（入込客数） 

平成 30年度

（入込客数目標） 

平成 35年度

（入込客数目標） 

奄美群島 目標 人  703,000 730,000 

実績 686,270   

徳之島 目標  129,425 134,395 

実績 126,345   
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（２）商工業 

【現状と課題】 

・農産物を活用し付加価値の高い特産品の開発については、直売所百菜の設立により農産物の地産

地消は促進されたが、これを加工した製品の開発が進んでいません。６次産業化も含め、官民一体

となって今後取り組まなければならない課題であります。 

・消費者ニーズに対応し、高度なサービスを提供できる商店街づくりを目指しているが、町民から

「さびれたメインストリートの活性化を望む」との意見もあり、空き店舗対策や買い物で町内に足

を留めさせる工夫、自家用車が無かったり、郊外に住んでいる人に対する配達サービス等の策を講

じなければなりません。 

・商工会と観光連盟が連携した対外的な PR（特産品フェアへの参加等）があまり出来ていません。 

・自家用車のない人への宅配サービスは、現在一部商店では宅配サービスを実施しています。 

 

 

【基本方針】 

・農産物を活用した特産品の加工技術の育成は、補助金や町の支援による専門家派遣の検討 

・補助金や支援等による賑わい創出などの商店街活性化策の検討 

・販路開拓（特産品フエアや物産展への参加等）等を図るための町の支援による物産展への参加の

検討 

 

 

【目標】 

・高齢者などが歩いて買い物ができる地域の商店・商店街をコミュニティーとして維持 

・豊富な農産物を活用した特産品の加工技術の育成や販路開拓を行います。 

 

 

【施策の概要】 

・町による利子補給制度の実施に伴う商工業者の負担軽減策として補助金制度を検討。 

・高齢者等に対する各商店による宅配サービスの実施等、各商店で買い物支援を始めていて、今後

はサービス実施の店舗を増やしたり、「よりよいサービス」の提供に努めていきます。 

 

 

 

 



第５次伊仙町総合計画 

48 
 

Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（３）交流（ほーらい館） 

【現状と課題】 

・本町が、国のまちづくり交付金事業を活用して、長寿・子宝を支える町民の健康増進の基盤づく

り、「地産地消」の奨励と実践、「まちの駅」のような地域交流の拠点となる施設として、近隣の町

道拡幅や町営住宅とともに整備しました。（総工事費 １９億４１００万円） 

 館名の「ほーらい」は、島口（島の言葉）で「うれしい・喜び」の意味で、全国からの公募によ

り決定しました。 

・平成２０年８月の開館以来、「徳之島交流ひろば」として、町内の方はもちろん町外の方からも

広く親しまれ、施設が運用する島内巡回のバスにより、隣の徳之島町・天城町の方からも利用され

ていて、町の各種イベント等での利用も多いです。 

・館内に、町保健センターを併設している事もあり、ほーらい館スタッフとも連携した健康づくり

の取組を行っていて、町民の健康増進に寄与しています。 

 今後、本町でも進む高齢化に向け、健康運動習慣の定着を図るため、更なる連携の強化が求めら

れています。 

・館内で普段利用する電気については、町内民間業者に管理委託を行っています。 

多くの人が利用できる入浴施設がありながら、以前は、台風等の災害時に停電して施設の機能が

果たせなかったが、平成２５年度に自家発電装置を備え付けてからは、災害による停電の際、町内

住民向けの避難施設としての機能を果たすようになりました。 

・利用の収入に対して、施設の維持管理等でかかる経費の方が大きいため、町行政で運営している

都合上、町財政にも影響を与えていて、これまでに民間委託も検討され、公募も行ったが、受託先

が決まらず、今後も町による運営を行う事となりました。 

・このように行政での運営を決定したが、赤字解消のため、コストの削減や会員数増加に努めなけ

ればなりません。 

 

ほーらい館の運動教室        ほーらい館の水泳教室 

 

【基本方針】 

・今後１０年間の重点施策である観光/交流人口増加に向けて、島内会員数の増加はもちろんだが

町内への観光及び宿泊客の利用促進等、町行政が自主努力して施設運営の取組を進めます。 

第５次伊仙町総合計画 

49 
 

【目標】 

・健康増進施設においては、プログラムを強化する等行い、１日平均利用数を現在の数値より着実

に上げていきたいと考えています。 

・文化施設（ホール）においては、イベントでの利用が多いので、今後も更に対外的イベントの開

催や町外イベントの誘致にも努め、利用者数を上げる事を目指します。 

＜参考値＞ 

 

 

【施策の概要】 

・行政での運営を決定した以上、財政健全化に努めなければなりません。赤字解消のため、収入面

で利用者や会員の増加、支出面でランニングコストの徹底した見直し等が考えられます。 

・まず、収入面の利用者・会員数の増加は、町公式サイト等活用した広報や役場職員による利用の

呼びかけを今まで以上に行い、少しでも利用を増やして収入につなげたいと考えます。 

・支出面では、施設の売りでもある温水プールや浴場のお湯を沸かす燃料代やプールや浴場の水を

使う際、汲み上げる地下ポンプの電気代。また、島内一円する運行バスも１回平均５３人以上（平

成２５年度利用実績より）の利用があるが、運賃無料でバスの燃料代や運転手の人件費等で確実に

マイナスとなるので、これらを徹底的に見直し、支出を減らす最善策を講じます。 

・館内の電気使用について、以前に太陽光発電も検討されたが、見送られた経緯があります。 

昨今、国が太陽光発電を政策として進めているので、国の補助金活用を念頭に電気代を安く抑えら

れる方策を庁舎内で検討し、太陽光発電等の導入につなげていきたいと存じます。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（３）交流（ほーらい館） 

【現状と課題】 

・本町が、国のまちづくり交付金事業を活用して、長寿・子宝を支える町民の健康増進の基盤づく

り、「地産地消」の奨励と実践、「まちの駅」のような地域交流の拠点となる施設として、近隣の町

道拡幅や町営住宅とともに整備しました。（総工事費 １９億４１００万円） 

 館名の「ほーらい」は、島口（島の言葉）で「うれしい・喜び」の意味で、全国からの公募によ

り決定しました。 

・平成２０年８月の開館以来、「徳之島交流ひろば」として、町内の方はもちろん町外の方からも

広く親しまれ、施設が運用する島内巡回のバスにより、隣の徳之島町・天城町の方からも利用され

ていて、町の各種イベント等での利用も多いです。 

・館内に、町保健センターを併設している事もあり、ほーらい館スタッフとも連携した健康づくり

の取組を行っていて、町民の健康増進に寄与しています。 

 今後、本町でも進む高齢化に向け、健康運動習慣の定着を図るため、更なる連携の強化が求めら

れています。 

・館内で普段利用する電気については、町内民間業者に管理委託を行っています。 

多くの人が利用できる入浴施設がありながら、以前は、台風等の災害時に停電して施設の機能が

果たせなかったが、平成２５年度に自家発電装置を備え付けてからは、災害による停電の際、町内

住民向けの避難施設としての機能を果たすようになりました。 

・利用の収入に対して、施設の維持管理等でかかる経費の方が大きいため、町行政で運営している

都合上、町財政にも影響を与えていて、これまでに民間委託も検討され、公募も行ったが、受託先

が決まらず、今後も町による運営を行う事となりました。 

・このように行政での運営を決定したが、赤字解消のため、コストの削減や会員数増加に努めなけ

ればなりません。 

 

ほーらい館の運動教室        ほーらい館の水泳教室 

 

【基本方針】 

・今後１０年間の重点施策である観光/交流人口増加に向けて、島内会員数の増加はもちろんだが

町内への観光及び宿泊客の利用促進等、町行政が自主努力して施設運営の取組を進めます。 
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【目標】 

・健康増進施設においては、プログラムを強化する等行い、１日平均利用数を現在の数値より着実

に上げていきたいと考えています。 

・文化施設（ホール）においては、イベントでの利用が多いので、今後も更に対外的イベントの開

催や町外イベントの誘致にも努め、利用者数を上げる事を目指します。 

＜参考値＞ 

 

 

【施策の概要】 

・行政での運営を決定した以上、財政健全化に努めなければなりません。赤字解消のため、収入面

で利用者や会員の増加、支出面でランニングコストの徹底した見直し等が考えられます。 

・まず、収入面の利用者・会員数の増加は、町公式サイト等活用した広報や役場職員による利用の

呼びかけを今まで以上に行い、少しでも利用を増やして収入につなげたいと考えます。 

・支出面では、施設の売りでもある温水プールや浴場のお湯を沸かす燃料代やプールや浴場の水を

使う際、汲み上げる地下ポンプの電気代。また、島内一円する運行バスも１回平均５３人以上（平

成２５年度利用実績より）の利用があるが、運賃無料でバスの燃料代や運転手の人件費等で確実に

マイナスとなるので、これらを徹底的に見直し、支出を減らす最善策を講じます。 

・館内の電気使用について、以前に太陽光発電も検討されたが、見送られた経緯があります。 

昨今、国が太陽光発電を政策として進めているので、国の補助金活用を念頭に電気代を安く抑えら

れる方策を庁舎内で検討し、太陽光発電等の導入につなげていきたいと存じます。 
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（４）情報発信 

【現状と課題】 

・情報基地機能を充実させるため、公共施設（役場等）・町内商店など主要な場所は※WiFiを整備

し、ネット環境を整えたいので、その財源確保に努めます。 

・町外の方から本当に求められている情報（観光や移住等）の公開が充分でなく、各種情報が伝わ

りにくいので、分野別により詳細に情報発信しなければなりません。 

・町役場の情報公開は、町公式サイト、広報等各媒体やネットでの議会中継等を行って、町内外の

方に広く伝えてはいますが、町内向けの情報量が充分なものとは言えないので、町公式サイトの内

部を充実させたり、更なるリンク先の充実が急務であります。 

・本町のネット環境は、国の補助事業により町内一円整備済であるが、台風等で、電線の破損や断

線で修繕が度重なり、町の財政に多大な負担をかけています。 

 これは奄美群島共通の課題でもあるため、奄振を含め国の補助金を活用する等、近隣市町村とも

修繕費の補填方法を検討する時期に来ています。 

・台風等による被害は電線だけでなく、停電により防災無線が使えず、防災情報が本当に必要な災

害時に情報が得られないジレンマが起きています。電線の地中化や防災無線機の非常時バッテリー

作動が可能な方策を検討しなければなりません。 

・世界自然遺産登録に関する情報（普及啓発も含めた行政の取組や地域住民等との協働の取組及び

美しい自然環境のＰＲ等）を島外にどう伝えていくか。登録を仮定し、それまでと登録後のＰＲ法

を町全体で考えていかなければなりません。 

 

【基本方針】 

・開かれた行政（情報公開） 

・町長によるトップセールスの実施 

・地元新聞紙はもとよりマスコミ各社を通じて、県外にも情報発信 

 

【目標】 

・町内の主要な施設に WiFiを整備し、ネット環境を整えます。 

（今後の増加が想定される外国人観光客に対応） 

・公開できる情報は積極的に公開します。 

 

※WiFi＝無線ＬＡＮアダプターのブランド名 

第５次伊仙町総合計画 

51 
 

 

 

【施策の概要】 

・奄美群島の空港、港、観光施設等に奄振事業等を活用して群島として統一した仕組みによる公設

の公衆※無線 LAN等を整備する事業がある場合は、本町も主要施設のネット環境整備に取り組みま

す。 

・今後は町として、町のサイトに移住定住のバナーを設け、移住に必要な情報を集約させます。 

・町歴史民俗資料館、図書館等それぞれのセクションでリンクを作り情報を載せるなどして、利用

者のニーズに応えます。 

・町のサイト以外にも広報担当課による積極的な情報発信（※SNS等）による「長寿・子宝」等町

のイメージを売り込みます。 

・町公式サイトのリンク先を更に充実させ、多様なアクセス先を確保し、情報発信のシステムを構

築します。 

・集落の情報発信（案：東部・中部・西部の専用ページを作り、各集落の情報を掲載を検討。） 

・町公式サイトのふるさとコーナーを郷友会向けに設けます。 

・町歴史民俗資料館ホームページの新設（カムィヤキ整備事業も始まるので、できれば５年以内） 

・町公式サイトのリニューアル（１０年以内） 

・ふるさと納税をお願いする等のＰＲ用に観光スポット等映した「ＣＭ」を作り、議会中継の合間

に流したりネット配信で活用します。 

・役場で使う名刺や封筒は、特に町外の方へ向けたキャッチコピーやマークを示し、職員一人ひと

りが伊仙町のＰＲ、営業に努めます。 

伊仙町「情報発信」ロードマップ ＜第５次計画前期５年間にあてはめます＞

今、出ている情報 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

登録可否決定予定
登録に向けたＰＲ 登録に向けたＰＲ 登録地・徳之島をＰＲ 登録地・徳之島をＰＲ 登録地・徳之島をＰＲ
（島内外） （島内外） （世界向け） （世界向け） （世界向け）

特殊出生率（平成26
～30年）発表

かごしま国文祭
闘牛フォーラムｉｎ
とくのしま開催

世界自然遺産登録（予定）
世界自然遺産登録を見据え、外国人受入の
準備（通訳監修等が必要）

世界自然遺産登録地として、外国人を受入（公式サイトや案内標識等に
通訳機能設置、外国語パンフレット作成他）

常に発信すべき
（したい）情報
（町内向け）
＜地元マスコミ
等を通じて発信
＞

歴史・文化情報

町長のトップセールス

対外的イベントの実施

本土物産展等への参加
（ＰＲ活動）

（町外向け）
＜記者クラブを通
じた広報や郷友
会等コネを活用
したＰＲ＞

イベント情報

観光（地）情報

移住定住情報

医療福祉情報

健康増進情報

世界（海外）向け

その他、情報

奄美・琉球世界自然遺
産登録

特殊出生率全国第1位
出生率１位「子宝の町」を全国にＰＲ

新キャッチフレーズ「雇
用・定住・所得増に挑
戦する（チャレンジす
る）活気あふれる伊仙
（まち）」

特に発信すべき
（したい）情報

今後（１０年）の町政運営指針としてのキャッチフレーズを島内外にＰＲ
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Ⅱ．「第５ 次伊仙町総合計画」重点プロジェクト 

５．観光/交流・情報発信プロジェクト 

（４）情報発信 

【現状と課題】 

・情報基地機能を充実させるため、公共施設（役場等）・町内商店など主要な場所は※WiFiを整備

し、ネット環境を整えたいので、その財源確保に努めます。 

・町外の方から本当に求められている情報（観光や移住等）の公開が充分でなく、各種情報が伝わ

りにくいので、分野別により詳細に情報発信しなければなりません。 

・町役場の情報公開は、町公式サイト、広報等各媒体やネットでの議会中継等を行って、町内外の

方に広く伝えてはいますが、町内向けの情報量が充分なものとは言えないので、町公式サイトの内

部を充実させたり、更なるリンク先の充実が急務であります。 

・本町のネット環境は、国の補助事業により町内一円整備済であるが、台風等で、電線の破損や断

線で修繕が度重なり、町の財政に多大な負担をかけています。 

 これは奄美群島共通の課題でもあるため、奄振を含め国の補助金を活用する等、近隣市町村とも

修繕費の補填方法を検討する時期に来ています。 

・台風等による被害は電線だけでなく、停電により防災無線が使えず、防災情報が本当に必要な災

害時に情報が得られないジレンマが起きています。電線の地中化や防災無線機の非常時バッテリー

作動が可能な方策を検討しなければなりません。 

・世界自然遺産登録に関する情報（普及啓発も含めた行政の取組や地域住民等との協働の取組及び

美しい自然環境のＰＲ等）を島外にどう伝えていくか。登録を仮定し、それまでと登録後のＰＲ法

を町全体で考えていかなければなりません。 

 

【基本方針】 

・開かれた行政（情報公開） 

・町長によるトップセールスの実施 

・地元新聞紙はもとよりマスコミ各社を通じて、県外にも情報発信 

 

【目標】 

・町内の主要な施設に WiFiを整備し、ネット環境を整えます。 

（今後の増加が想定される外国人観光客に対応） 

・公開できる情報は積極的に公開します。 

 

※WiFi＝無線ＬＡＮアダプターのブランド名 
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【施策の概要】 

・奄美群島の空港、港、観光施設等に奄振事業等を活用して群島として統一した仕組みによる公設

の公衆※無線 LAN等を整備する事業がある場合は、本町も主要施設のネット環境整備に取り組みま

す。 

・今後は町として、町のサイトに移住定住のバナーを設け、移住に必要な情報を集約させます。 

・町歴史民俗資料館、図書館等それぞれのセクションでリンクを作り情報を載せるなどして、利用

者のニーズに応えます。 

・町のサイト以外にも広報担当課による積極的な情報発信（※SNS等）による「長寿・子宝」等町

のイメージを売り込みます。 

・町公式サイトのリンク先を更に充実させ、多様なアクセス先を確保し、情報発信のシステムを構

築します。 

・集落の情報発信（案：東部・中部・西部の専用ページを作り、各集落の情報を掲載を検討。） 

・町公式サイトのふるさとコーナーを郷友会向けに設けます。 

・町歴史民俗資料館ホームページの新設（カムィヤキ整備事業も始まるので、できれば５年以内） 

・町公式サイトのリニューアル（１０年以内） 

・ふるさと納税をお願いする等のＰＲ用に観光スポット等映した「ＣＭ」を作り、議会中継の合間

に流したりネット配信で活用します。 

・役場で使う名刺や封筒は、特に町外の方へ向けたキャッチコピーやマークを示し、職員一人ひと

りが伊仙町のＰＲ、営業に努めます。 

伊仙町「情報発信」ロードマップ ＜第５次計画前期５年間にあてはめます＞

今、出ている情報 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

登録可否決定予定
登録に向けたＰＲ 登録に向けたＰＲ 登録地・徳之島をＰＲ 登録地・徳之島をＰＲ 登録地・徳之島をＰＲ
（島内外） （島内外） （世界向け） （世界向け） （世界向け）

特殊出生率（平成26
～30年）発表

かごしま国文祭
闘牛フォーラムｉｎ
とくのしま開催

世界自然遺産登録（予定）
世界自然遺産登録を見据え、外国人受入の
準備（通訳監修等が必要）

世界自然遺産登録地として、外国人を受入（公式サイトや案内標識等に
通訳機能設置、外国語パンフレット作成他）

常に発信すべき
（したい）情報
（町内向け）
＜地元マスコミ
等を通じて発信
＞

歴史・文化情報

町長のトップセールス

対外的イベントの実施

本土物産展等への参加
（ＰＲ活動）

（町外向け）
＜記者クラブを通
じた広報や郷友
会等コネを活用
したＰＲ＞

イベント情報

観光（地）情報

移住定住情報

医療福祉情報

健康増進情報

世界（海外）向け

その他、情報

奄美・琉球世界自然遺
産登録

特殊出生率全国第1位
出生率１位「子宝の町」を全国にＰＲ

新キャッチフレーズ「雇
用・定住・所得増に挑
戦する（チャレンジす
る）活気あふれる伊仙
（まち）」

特に発信すべき
（したい）情報

今後（１０年）の町政運営指針としてのキャッチフレーズを島内外にＰＲ
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・町長記者会見用に「バックボード」を作成し、町長室に備え付けておき、会見時はもちろん、全

体朝礼や議会中継等ネット配信でも活用します。 

・「町」全般に対するモニターを全国から募集し、町外の人から率直な意見をもらいます。（例、町

で獲れた農作物の感想） 

・鹿児島空港や徳之島子宝空港の目立つ箇所にＰＲ「看板」設置を検討。 

・各集落へ出張行政サービスが出来るよう、役場申請書類を電子書籍化し、「その場で申請」出来

るサービス導入を検討します。 

・電線埋没や全世帯防災無線のバッテリー交換は、財政的に費用捻出は困難であり、停電時の対応

は、別の対策を検討します。 

 例えば停電の影響が少ないＦＭを町内に設置、今ある「徳之島ＦＭ」のエリアを本町まで拡大さ

せるとか、いずれにしても財政負担が大きいので、民間も交えて設置検討を充分協議し、町財政事

情も勘案したうえでの設立を目指します。 

 

 

※無線ＬＡＮ＝限られた範囲内で形成されたデータ通信網を LAN（localareanetwork）といい、このうち、

コンピュータ間をケーブルでつなぐのではなく、無線または赤外線を利用してつないだ LANのこと。 

 

※ＳＮＳ＝《social networking service》個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワー

クの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じく

する個人同士のコミュニティーを容易に構築できる場を提供している。 

 

 

台風による光ケーブル断線の復旧工事 

 

第５次伊仙町総合計画 

53 
 

Ⅲ．「第５次伊仙町総合計画」の数値目標 

第５ 次総合計画では「雇用・定住・所得増に挑戦する（チャレンジする）活気あふれる伊仙（まち）」

を新たなキャッチフレーズに、今後のまちづくりを計画的に進めていくことから、「雇用・定住・所得」

の目標値を以下のように定めます。 

 

１．人  口（平成２２年度（国勢調査・推計人口） 6,435人）（平成３５年度目標 6,000人） 

・人口設定目標 

【目標根拠】日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計：国立社会保障・人口問題研究所）

に基づく。 

 

 

 

 

 

２．交流人口（平成２５年度 244,575人）（平成３６年目標 305,719人） 

 （１）イベント、コンベンションの来場人数（平成 25年度 20,150人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊役場担当課、調べ。 

 

（２）町運営施設利用人数（平成２５年度 223,720人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ＊役場担当課、調べ。 

 

  

 

 

指標 単位 平成 22年度 

（推計人口） 

平成 36年度

（計画期間長期目標） 

総人口 目標 人 6,435 6,000 

推計人口 5,605 

  イベント、コンベンション名 役場担当課 25年度来場数 

戦艦大和慰霊祭（犬田布岬） 企画課 150 

海びらき（瀬田海海浜公園） 〃 300 

伊仙町ほーらい祭（面縄港） 〃 4,000 

闘牛大会（徳之島なくさみ館） 〃 15,000 

全国闘牛サミット（ほーらい館） 〃 100 

あまみ長寿・子宝フェスタ in徳之島 経済課 600 

合  計  20,150 

  町運営の交流施設名 役場担当課 25年度利用人数 

徳之島交流ひろば・ほーらい館（伊仙） ほーらい館 157,771 

徳之島なくさみ館（目手久） 企画課 15,300 

伊仙町歴史民俗資料館（伊仙） 社会教育課 2,356 

義名山運動公園（伊仙） 〃 26,332 

伊仙町中央公民館（伊仙） 社会教育課 14,331 

伊仙町東公民館（面縄） 〃 4,185 

合  計  220,275 
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・町長記者会見用に「バックボード」を作成し、町長室に備え付けておき、会見時はもちろん、全

体朝礼や議会中継等ネット配信でも活用します。 

・「町」全般に対するモニターを全国から募集し、町外の人から率直な意見をもらいます。（例、町

で獲れた農作物の感想） 

・鹿児島空港や徳之島子宝空港の目立つ箇所にＰＲ「看板」設置を検討。 

・各集落へ出張行政サービスが出来るよう、役場申請書類を電子書籍化し、「その場で申請」出来

るサービス導入を検討します。 

・電線埋没や全世帯防災無線のバッテリー交換は、財政的に費用捻出は困難であり、停電時の対応

は、別の対策を検討します。 

 例えば停電の影響が少ないＦＭを町内に設置、今ある「徳之島ＦＭ」のエリアを本町まで拡大さ

せるとか、いずれにしても財政負担が大きいので、民間も交えて設置検討を充分協議し、町財政事

情も勘案したうえでの設立を目指します。 

 

 

※無線ＬＡＮ＝限られた範囲内で形成されたデータ通信網を LAN（localareanetwork）といい、このうち、

コンピュータ間をケーブルでつなぐのではなく、無線または赤外線を利用してつないだ LANのこと。 

 

※ＳＮＳ＝《social networking service》個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワー

クの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じく

する個人同士のコミュニティーを容易に構築できる場を提供している。 

 

 

台風による光ケーブル断線の復旧工事 
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Ⅲ．「第５次伊仙町総合計画」の数値目標 

第５ 次総合計画では「雇用・定住・所得増に挑戦する（チャレンジする）活気あふれる伊仙（まち）」

を新たなキャッチフレーズに、今後のまちづくりを計画的に進めていくことから、「雇用・定住・所得」

の目標値を以下のように定めます。 

 

１．人  口（平成２２年度（国勢調査・推計人口） 6,435人）（平成３５年度目標 6,000人） 

・人口設定目標 

【目標根拠】日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計：国立社会保障・人口問題研究所）

に基づく。 

 

 

 

 

 

２．交流人口（平成２５年度 244,575人）（平成３６年目標 305,719人） 

 （１）イベント、コンベンションの来場人数（平成 25年度 20,150人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊役場担当課、調べ。 

 

（２）町運営施設利用人数（平成２５年度 223,720人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ＊役場担当課、調べ。 

 

  

 

 

指標 単位 平成 22年度 

（推計人口） 

平成 36年度

（計画期間長期目標） 

総人口 目標 人 6,435 6,000 

推計人口 5,605 

  イベント、コンベンション名 役場担当課 25年度来場数 

戦艦大和慰霊祭（犬田布岬） 企画課 150 

海びらき（瀬田海海浜公園） 〃 300 

伊仙町ほーらい祭（面縄港） 〃 4,000 

闘牛大会（徳之島なくさみ館） 〃 15,000 

全国闘牛サミット（ほーらい館） 〃 100 

あまみ長寿・子宝フェスタ in徳之島 経済課 600 

合  計  20,150 

  町運営の交流施設名 役場担当課 25年度利用人数 

徳之島交流ひろば・ほーらい館（伊仙） ほーらい館 157,771 

徳之島なくさみ館（目手久） 企画課 15,300 

伊仙町歴史民俗資料館（伊仙） 社会教育課 2,356 

義名山運動公園（伊仙） 〃 26,332 

伊仙町中央公民館（伊仙） 社会教育課 14,331 

伊仙町東公民館（面縄） 〃 4,185 

合  計  220,275 
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（３）ゲストハウス、民泊、ロッジ等の利用人数（平成２５年度   705人） 

宿泊施設名 25年度利用人数 

民泊「幸ちゃん家」（阿権） 285 

サンライズシー喜念館（喜念・ロッジ棟） 405 

大野屋（伊仙） 15 

合  計 705 

 

３．町民１人当たり所得（平成２３年度 1,391,000円）（平成３６年度目標 1,738,750円） 

  ＊企画課統計係、調べ。 

・１人当たり所得推計設定目標 

指標 単位 平成 23年度

（直近値） 

平成 35年度

（計画期間長期目標） 

１人当たり所得 目標 千円 1,391 1,739 

  

４．総生産額（平成２３年度町民所得推計 15,263,346,000円）＊企画課統計係、調べ。 

（平成３６年度目標     19,079,182,500円） 

 

 

５．就業者数（平成２２年度   2,880人）（平成３６年度目標 2,922人） 

    ＊平成 22年度国勢調査による。 

【目標根拠】 

◎奄美群島成長戦略ビジョン前期計画「徳之島の基本計画」に基づく。 

○徳之島の独自指標 

・雇用（就業者数）設定目標 

指標 単位 平成 26年度

（直近値） 

平成 30年度

（計画期間目標） 

平成 35年度

（ビジョン期間長期目標） 

就業者数 目標 人 11,039 11,000 11,200 

 

・雇用（就業者数）設定目標  

指標 単位 平成 22年度

（直近値） 

平成 35年度

（計画期間長期目標） 

就業者数 目標 人 2,880 2,922 

 

６．合計特殊出生率（平成２６年 ２．８１（全国第 1位））（平成３６年・目標 ３．０８） 

 

直近値×1.01458465 

直近値×1.01458465 
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Ⅳ．分野別構想  

１．交通体系の整備 

（１）道路 

【現状と課題】 

・産業振興、地域間交流の手段として日常生活に欠かせないのが道路です。本町は、典型的な散在

集落で道路網も総延長 327㎞と長いため、これまでも町の重点施策として道路整備を進めてきまし

たが、町道の改良率は 75％、舗装率 74％ と未だに整備率が低く、また老朽化も著しいため、今後

とも継続して整備を進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

・地域の均等な発展を図るため、社会資本整備総合交付金事業・町単独事業等で引き続き町道の改

築・修繕を進めていきます。 

  

【目標】 

・産業振興、地域間交流を促進し、生活空間の安全確保・利便性を持ち合わせ道路景観も考え合わ

せた、道路ネットワークの整備。 

 

【施策の概要】 

・町道の整備計画に沿って整備。 

・交通量の増加に伴う歩行者・身体障害者の安全対策と渋滞緩和を図ります。 

・県道拡幅について、伊仙町喜念、面縄～検福、中伊仙～阿権、犬田布、糸木名～小島入口は整備

済みであるが、その他未整備箇所については、年次的計画に沿って要望を続けていきます。 

 

町道・第二西下線（目手久集落） 
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（３）ゲストハウス、民泊、ロッジ等の利用人数（平成２５年度   705人） 

宿泊施設名 25年度利用人数 

民泊「幸ちゃん家」（阿権） 285 

サンライズシー喜念館（喜念・ロッジ棟） 405 

大野屋（伊仙） 15 

合  計 705 

 

３．町民１人当たり所得（平成２３年度 1,391,000円）（平成３６年度目標 1,738,750円） 

  ＊企画課統計係、調べ。 

・１人当たり所得推計設定目標 

指標 単位 平成 23年度

（直近値） 

平成 35年度

（計画期間長期目標） 

１人当たり所得 目標 千円 1,391 1,739 

  

４．総生産額（平成２３年度町民所得推計 15,263,346,000円）＊企画課統計係、調べ。 

（平成３６年度目標     19,079,182,500円） 

 

 

５．就業者数（平成２２年度   2,880人）（平成３６年度目標 2,922人） 

    ＊平成 22年度国勢調査による。 

【目標根拠】 

◎奄美群島成長戦略ビジョン前期計画「徳之島の基本計画」に基づく。 

○徳之島の独自指標 

・雇用（就業者数）設定目標 

指標 単位 平成 26年度

（直近値） 

平成 30年度

（計画期間目標） 

平成 35年度

（ビジョン期間長期目標） 

就業者数 目標 人 11,039 11,000 11,200 

 

・雇用（就業者数）設定目標  

指標 単位 平成 22年度

（直近値） 

平成 35年度

（計画期間長期目標） 

就業者数 目標 人 2,880 2,922 

 

６．合計特殊出生率（平成２６年 ２．８１（全国第 1位））（平成３６年・目標 ３．０８） 

 

直近値×1.01458465 

直近値×1.01458465 
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Ⅳ．分野別構想  

１．交通体系の整備 

（１）道路 

【現状と課題】 

・産業振興、地域間交流の手段として日常生活に欠かせないのが道路です。本町は、典型的な散在

集落で道路網も総延長 327㎞と長いため、これまでも町の重点施策として道路整備を進めてきまし

たが、町道の改良率は 75％、舗装率 74％ と未だに整備率が低く、また老朽化も著しいため、今後

とも継続して整備を進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

・地域の均等な発展を図るため、社会資本整備総合交付金事業・町単独事業等で引き続き町道の改

築・修繕を進めていきます。 

  

【目標】 

・産業振興、地域間交流を促進し、生活空間の安全確保・利便性を持ち合わせ道路景観も考え合わ

せた、道路ネットワークの整備。 

 

【施策の概要】 

・町道の整備計画に沿って整備。 

・交通量の増加に伴う歩行者・身体障害者の安全対策と渋滞緩和を図ります。 

・県道拡幅について、伊仙町喜念、面縄～検福、中伊仙～阿権、犬田布、糸木名～小島入口は整備

済みであるが、その他未整備箇所については、年次的計画に沿って要望を続けていきます。 

 

町道・第二西下線（目手久集落） 
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Ⅳ．分野別構想  

１．交通体系の整備 

（２）港湾・漁港 

【現状と課題】 

・伊仙町の港湾、漁港は整備後４０年が経過しようとしています。そのため、面縄港、鹿浦港の各

施設の老朽化が著しく船舶の安全航行の確保がなされていないため、各施設の整備を進める必要が

あります。 

 

【基本方針】 

・面縄、鹿浦港については、防波堤、物揚場の老朽化が見受けられるため、順次整備を進めていき

ます。 

  

【目標】 

・船舶の安全航行の確保と、自然と共生できる災害に強い港づくりを目標に施設の整備を進めてい

きます。 

 

【施策の概要】 

・面縄港については、面縄～徳之島町・大原を貫通する五ラン線が平成２６年に開通したことから、

天城町三京にあるセリ市場へ町内からのアクセスが便利になりました。 

そのため、牛の出荷時速やかに輸送できるよう、漁場や祭り開催の利用にとどまっている面縄港

を「商業用貨物船」が停泊できる港に整備できないか。国に要望を行っており、今後も実現に向け、

要望活動を続けていきます。 

 

面縄港 
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Ⅳ．分野別構想  

２．農業基盤の整備 

【現状と課題】 

（区画整理） 

県営畑総事業等により目標面積 1,760ｈaに対し平成２５年度迄に 1,369ｈaを整備した。島内他

の二町は区画整理をほぼ終えており、本町の進捗率は 77.8％と遅れている状況です。 

農家の高齢化、農業情勢の変化等での後継者不足、登記名義人の死亡により多くの権利者から同意

を取得しなければならないことや、山林原野は区画整理できなくなる等で、受益者の同意取得が厳

しい状況であります。 

（畑地かんがい） 

徳之島用水事業受益地区を重点に、目標面積 1,500ｈaに対し、平成２５年度迄に 404ｈaを整備

し、進捗率は 26.9％と低い状況ですが、徳之島ダム完成後は県営畑かん事業実施で整備が進むも

のと思われます。 

畑地かんがいについても農家の高齢化、農業情勢の変化等での後継者不足が課題と思われます。 

（農道整備） 

農道整備予定距離 220kmに対し、平成 25年度までに 141kmを整備し、進捗率は 64．2％となっ

ています。農道整備に関しては補助事業が少なく、町の一般財源で進めざるをえないので、整備に

は時間がかかるものと思われます。 

（地籍調査）  

調査対象面積は 57．17ｋ㎡で平成 25 年度までに 4．74ｋ㎡が調査完了し、進捗率は 8．29％と

なっています。（年度別進捗率は、下記のとおり） 

調査完了までには長期間がかかるものと思われますが、調査事業の民間委託等を図りながら、早

期完了を目指します。 
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Ⅳ．分野別構想  

１．交通体系の整備 

（２）港湾・漁港 

【現状と課題】 

・伊仙町の港湾、漁港は整備後４０年が経過しようとしています。そのため、面縄港、鹿浦港の各

施設の老朽化が著しく船舶の安全航行の確保がなされていないため、各施設の整備を進める必要が

あります。 

 

【基本方針】 

・面縄、鹿浦港については、防波堤、物揚場の老朽化が見受けられるため、順次整備を進めていき

ます。 

  

【目標】 

・船舶の安全航行の確保と、自然と共生できる災害に強い港づくりを目標に施設の整備を進めてい

きます。 

 

【施策の概要】 

・面縄港については、面縄～徳之島町・大原を貫通する五ラン線が平成２６年に開通したことから、

天城町三京にあるセリ市場へ町内からのアクセスが便利になりました。 

そのため、牛の出荷時速やかに輸送できるよう、漁場や祭り開催の利用にとどまっている面縄港

を「商業用貨物船」が停泊できる港に整備できないか。国に要望を行っており、今後も実現に向け、

要望活動を続けていきます。 

 

面縄港 
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Ⅳ．分野別構想  

２．農業基盤の整備 

【現状と課題】 

（区画整理） 

県営畑総事業等により目標面積 1,760ｈaに対し平成２５年度迄に 1,369ｈaを整備した。島内他

の二町は区画整理をほぼ終えており、本町の進捗率は 77.8％と遅れている状況です。 

農家の高齢化、農業情勢の変化等での後継者不足、登記名義人の死亡により多くの権利者から同意

を取得しなければならないことや、山林原野は区画整理できなくなる等で、受益者の同意取得が厳

しい状況であります。 

（畑地かんがい） 

徳之島用水事業受益地区を重点に、目標面積 1,500ｈaに対し、平成２５年度迄に 404ｈaを整備

し、進捗率は 26.9％と低い状況ですが、徳之島ダム完成後は県営畑かん事業実施で整備が進むも

のと思われます。 

畑地かんがいについても農家の高齢化、農業情勢の変化等での後継者不足が課題と思われます。 

（農道整備） 

農道整備予定距離 220kmに対し、平成 25年度までに 141kmを整備し、進捗率は 64．2％となっ

ています。農道整備に関しては補助事業が少なく、町の一般財源で進めざるをえないので、整備に

は時間がかかるものと思われます。 

（地籍調査）  

調査対象面積は 57．17ｋ㎡で平成 25 年度までに 4．74ｋ㎡が調査完了し、進捗率は 8．29％と

なっています。（年度別進捗率は、下記のとおり） 

調査完了までには長期間がかかるものと思われますが、調査事業の民間委託等を図りながら、早

期完了を目指します。 
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目手久集落・五ラン線 

【基本方針】 

（区画整理） 

基幹産業である農業を発展させるために農業基盤整備推進は重要であり、今後、営農を継続する

ためには、農作業の機械化や収益性の高い施設園芸を推進するためにも区画整理事業は必要であり

ます。 

また、世界自然遺産登録に向けて土砂流失防止対策もさらに強化し、環境に配慮した工法を進め、

効率的な浸透池や豪雨災害等に対応する排水路の新設・改修も必要と思われます。 

  
畑総事業による土砂流失防止対策            徳之島ダム 

 

（畑地かんがい） 

収益性の高い営農を進めるためには畑地かんがい事業は、重要です。営農推進を図るため、関係

組織で営農ビジョンを策定し、農業後継者の確保を進めながら併せて土地改良区の組織強化を図り、

維持管理体制の確立を目指します。 

（農道整備） 

農道整備は、営農や農産物輸送に重要な役割を果たすことから今後も補助事業を要望し、整備を

推進します。 

（地籍調査） 

個人財産保護や固定資産税の課税のために地籍調査は重要なものですので、今後も計画的に進め

ていきます。 
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【目標】 

（区画整理）  １，７６０ha 

（畑地かんがい）１，５００ha 

（農道整備）    ２２０ha 

（地籍調査） ５７．１７ｋ㎡ 

 

【施策の概要】 

・徳之島用水事業受益地の基盤整備が一段落すれば、補助事業を導入し、老朽化した伊仙東部、中

部、西部ダム関連のパイプライン等水利施設を更新し、長寿命化を図りつつ受益者による維持管理

の啓蒙を進め維持管理費用を抑制します。                      

・畑総事業受益地を中心に客土や土層改良事業も推進し反収向上を図ります。 

・分担金の徴収率向上と高補助率事業を導入し町財政の負担軽減を図り、事業計画の進捗率を公表

します。 

・排水路の容量不足を解決するため補助事業を要望し、改修や新設を計画するとともに補助事業等

の財源を確保し、未舗装農道の改修も計画します。 

・地籍調査については、早期完了に向けて地籍調査事業の民間委託化検討や職員を増員し対応する

等して、進めていきたいと考えます。 

 

地籍調査事業の実施計画書 
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目手久集落・五ラン線 

【基本方針】 

（区画整理） 

基幹産業である農業を発展させるために農業基盤整備推進は重要であり、今後、営農を継続する

ためには、農作業の機械化や収益性の高い施設園芸を推進するためにも区画整理事業は必要であり

ます。 

また、世界自然遺産登録に向けて土砂流失防止対策もさらに強化し、環境に配慮した工法を進め、

効率的な浸透池や豪雨災害等に対応する排水路の新設・改修も必要と思われます。 

  
畑総事業による土砂流失防止対策            徳之島ダム 

 

（畑地かんがい） 

収益性の高い営農を進めるためには畑地かんがい事業は、重要です。営農推進を図るため、関係

組織で営農ビジョンを策定し、農業後継者の確保を進めながら併せて土地改良区の組織強化を図り、

維持管理体制の確立を目指します。 

（農道整備） 

農道整備は、営農や農産物輸送に重要な役割を果たすことから今後も補助事業を要望し、整備を

推進します。 

（地籍調査） 

個人財産保護や固定資産税の課税のために地籍調査は重要なものですので、今後も計画的に進め

ていきます。 
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【目標】 

（区画整理）  １，７６０ha 

（畑地かんがい）１，５００ha 

（農道整備）    ２２０ha 

（地籍調査） ５７．１７ｋ㎡ 

 

【施策の概要】 

・徳之島用水事業受益地の基盤整備が一段落すれば、補助事業を導入し、老朽化した伊仙東部、中

部、西部ダム関連のパイプライン等水利施設を更新し、長寿命化を図りつつ受益者による維持管理

の啓蒙を進め維持管理費用を抑制します。                      

・畑総事業受益地を中心に客土や土層改良事業も推進し反収向上を図ります。 

・分担金の徴収率向上と高補助率事業を導入し町財政の負担軽減を図り、事業計画の進捗率を公表

します。 

・排水路の容量不足を解決するため補助事業を要望し、改修や新設を計画するとともに補助事業等

の財源を確保し、未舗装農道の改修も計画します。 

・地籍調査については、早期完了に向けて地籍調査事業の民間委託化検討や職員を増員し対応する

等して、進めていきたいと考えます。 

 

地籍調査事業の実施計画書 
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Ⅳ．分野別構想  

３．生活環境の整備と充実 

（１）水道事業 

【現状と課題】 

・水道事業において、既存施設の老朽化が進んでおり、配水管の破損事故が多く漏水対策が重要な

課題となっております。 

・上水道統合事業において西部地区より老朽管更新事業を実施している状況ですが、東部地区簡易

水道施設は、降雨時に奄美独特の赤土が流出して原水の濁度上昇による水質悪化を来たし、更に渇

水時には計画水量の確保が困難になっている状況であり早急な水資源開発が必要であります。 

・中部浄水場においても、降雨時に中部ダムの水質が悪化する状況にあり、水質改善に高度浄水処

理施設等の整備が必要であります。 

・水需要の安定供給について、水量水圧不足地区の発生防止対策として、配水本管の整備などを計画

的に実施し、安定した飲料水の供給を図ります。 

災害時、特に台風災害においても、その影響を最小限に抑え、安定的に供給を確保することが求め

られている中で、停電時には、導水ポンプが停止、浄水場が機能しない等、町民の生活や企業に多大

な支障をきたしている。このような災害時の供給確保策として、緊急事の連絡管や自家発電施設等の

整備が必要であります。 

 

【基本方針】 

・老朽管更新事業を活用し、配水管及び浄水施設の更新を行いながら、全地域に正常な給水を行い、

地域住民の生活用水に対する不安の解消及び住民生活の質の向上を図ります。 

施設・管路の更新費用に多くの費用を要する事が想定されるため、長期的な更新計画と財政収支

見通しのもとで、水道料金の見直し、徴収対策等を行いながら、将来へ負担を先送りしないように

実施いていきます。 

  

【目標】 

・水道施設（浄水処理）の高度化 

・資産管理の徹底（日常の維持管理、保守で施設の健全度の向上） 

人材育成・水道事業の業務強化（経営、経理、料金、広報、給配水工事、浄水、水質、計画、水資

源における専門性に富んだ人材） 

・危機管理対策（水源・浄水処理事故時に対するマニュアルの整備） 

・災害時においても、給水を確保するためのライフライン機能強化 

 

第５次伊仙町総合計画 

61 
 

【施策の概要】 

○東部地区に水源の開発 

・東部地区に新たに浄水場施設を整備し、安定した水量を確保します。 

○老朽管の更新 

・年次的に老朽管の布設替えを実施し有収率の向上を図ります。 

○中部・西部地区の水質の改善 

・ダム水の水質改善に貯水循環・表層水移送装置の設置、または浄水場内にオゾン処理施設等の整

備を行います。 

○災害時における安定供給の確保・発電施設等の整備 

 

 

東犬田布配水池 Ｖ＝200㎥（平成２４年度完成） 

 

  
中部浄水場 急速ろ過施設          八重竿浄水場 膜ろ過施設 
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Ⅳ．分野別構想  

３．生活環境の整備と充実 

（１）水道事業 

【現状と課題】 

・水道事業において、既存施設の老朽化が進んでおり、配水管の破損事故が多く漏水対策が重要な

課題となっております。 

・上水道統合事業において西部地区より老朽管更新事業を実施している状況ですが、東部地区簡易

水道施設は、降雨時に奄美独特の赤土が流出して原水の濁度上昇による水質悪化を来たし、更に渇

水時には計画水量の確保が困難になっている状況であり早急な水資源開発が必要であります。 

・中部浄水場においても、降雨時に中部ダムの水質が悪化する状況にあり、水質改善に高度浄水処

理施設等の整備が必要であります。 

・水需要の安定供給について、水量水圧不足地区の発生防止対策として、配水本管の整備などを計画

的に実施し、安定した飲料水の供給を図ります。 

災害時、特に台風災害においても、その影響を最小限に抑え、安定的に供給を確保することが求め

られている中で、停電時には、導水ポンプが停止、浄水場が機能しない等、町民の生活や企業に多大

な支障をきたしている。このような災害時の供給確保策として、緊急事の連絡管や自家発電施設等の

整備が必要であります。 

 

【基本方針】 

・老朽管更新事業を活用し、配水管及び浄水施設の更新を行いながら、全地域に正常な給水を行い、

地域住民の生活用水に対する不安の解消及び住民生活の質の向上を図ります。 

施設・管路の更新費用に多くの費用を要する事が想定されるため、長期的な更新計画と財政収支

見通しのもとで、水道料金の見直し、徴収対策等を行いながら、将来へ負担を先送りしないように

実施いていきます。 

  

【目標】 

・水道施設（浄水処理）の高度化 

・資産管理の徹底（日常の維持管理、保守で施設の健全度の向上） 

人材育成・水道事業の業務強化（経営、経理、料金、広報、給配水工事、浄水、水質、計画、水資

源における専門性に富んだ人材） 

・危機管理対策（水源・浄水処理事故時に対するマニュアルの整備） 

・災害時においても、給水を確保するためのライフライン機能強化 
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【施策の概要】 

○東部地区に水源の開発 

・東部地区に新たに浄水場施設を整備し、安定した水量を確保します。 

○老朽管の更新 

・年次的に老朽管の布設替えを実施し有収率の向上を図ります。 

○中部・西部地区の水質の改善 

・ダム水の水質改善に貯水循環・表層水移送装置の設置、または浄水場内にオゾン処理施設等の整

備を行います。 

○災害時における安定供給の確保・発電施設等の整備 

 

 

東犬田布配水池 Ｖ＝200㎥（平成２４年度完成） 

 

  
中部浄水場 急速ろ過施設          八重竿浄水場 膜ろ過施設 
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Ⅳ．分野別構想  

３．生活環境の整備と充実 

（２）環境保全 

【現状と課題】 

・現在、徳之島は世界が人類共通のかけがえのない財産として、将来の世代に引き継いでいくべき

宝物として認めています。 

「生物多様性」で豊な自然が残る島を、壊すことなく未来へ引き継ぐために今何をすべきか、住

民一人ひとりが考え行動を起こさなければならない時であります。しかし、本来的保全にとって、

もっとも重要かつ意義深い自然生息地を含み、優れて普遍的価値を持つ絶滅の恐れのある種の生息

地などが多いにも関わらず、豊かな自然に気付かずゴミのポイ捨てや不法投棄が後を絶たないのも

現状であります。 

また、アマミノクロウサギをはじめとする希少野生動植物の保護の観点から、イヌ・ネコの適正

飼育を徹底し、ノイヌ、ノネコの発生防止に努めなければなりません。 

自然との協調を取れる人材の育成と住民意識の高揚を図り、徳之島の自然を守り繋いでいく大きな

役割を担っていく必要があります。 

 

【基本方針】 

・生活の利便性と自然との調和を第一に考え地域に優しく人にやさしいクリーンで健康的な町づく

りを目指します。 

  

【目標】 

・クリーン作戦の継続と住民のゴミ問題に対する意識の高揚を図り、ゴミを捨てない町づくりを行

います。 

・自然と住宅地の環境整備を図り、生息域の住み分けを図ります。 

・自然エネルギーを活用した節電、節約の推進を図ります。 

 

【施策の概要】 

・世界自然遺産に向け各地域での清掃活動の充実を図り、ゴミを捨てない住民の意識啓発を図りま

す。 

・ハブや害虫等の発生を抑え人間の生活の場と自然との住み分けを図ります。 

・省エネルギーの普及啓発と限りあるエネルギーの節約を図ります。 

・グローバルな視野を持った人材の育成を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 官民協働のボランティア清掃・集合写真 

かん 
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Ⅳ．分野別構想  

３．生活環境の整備と充実 

（３）廃棄物 

【現状と課題】 

・全集落に多くの各ゴミステーションを設置し、ゴミの出しやすい環境整備を進めているが、まだ

まだ分別がされていないゴミや、町の指定ゴミ袋以外に入れたゴミ、また、不法投棄等が後を絶た

ないのが現状であります。 

・ゴミの不法投棄防止やゴミの分別を徹底することにより、資源としての再利用を考え、住民一人

ひとりが認識し意識改革を図る必要があります。 

 

【基本方針】 

・社会情勢を町民一人ひとりが自覚し認識して「クリーンなまちづくり」への意識向上を図り、資

源の有効活用を促進します。 

  

【目標】 

・徹底したゴミの分別により違反ゴミをなくし、資源ゴミとしての再利用促進を図ります。 

ゴミのポイ捨てをなくし、景観の保全を図ります。 

・不法投棄をなくし、豊かな自然形態の保全、保護に努めます。 

また、３Ｒ・・・「ごみの発生制御（Reduce）」「再使用（Reuse）」「再生利用（Recycle）」の推進、

すなわち、「もったいない」の考え方を大切にし、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をでき

る限り低減する「循環型社会」の構築を図ります。 

 

【施策の概要】 

・町のゴミ出しカレンダーやチラシ等によるゴミの分別の啓発と住民意識の高揚を図ります。 

・不法投棄をなくすための看板設置や住民の意識改革啓発を図ります。 

・学校や子ども達に環境教育を学び将来島を担う子ども達から環境問題に向き合い住民全体の意識

高揚に繋げます。 

 
不法投棄の撤去作業 
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Ⅳ．分野別構想  

３．生活環境の整備と充実 

（２）環境保全 
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Ⅳ．分野別構想  

３．生活環境の整備と充実 

（３）廃棄物 
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Ⅳ．分野別構想  

３．生活環境の整備と充実 

（４）消防・防災 

【現状と課題】 

消防・防災体制の状況は、町内全域に消防団員を配置し、消防署との密接な連携のもとに消火活

動を始め災害時の人命救助・捜索などにあたっています。 

また、防災行政無線を各集落、告知端末を各家庭に設置し、台風情報や防災啓発活動等に利用し

ています。 

今後は、南海トラフ地震や奄美群島太平洋沖地震による津波災害、気候変動によるスーパー台風

の発生等懸念され、防災力の一層の向上が不可欠であります。 

住民による「自助・共助」の意識は防災活動において最も重要な役割を占めるため、各集落の自主

防災組織の育成にも注力していくと共に、地域の皆様にも意識改革をしていただけるよう取り組ん

でいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●消防団出動状況 

[資料：総務課]   

  平成 24年 平成 25年 平成 26年 

火災 回数 4 7 12  

人数 25 20 55  

風水害 回数 3 1 4  

人数 53 14 79  

演習・訓練 回数 3 2 2  

人数 74 65 50  

特別警戒 回数 1 1 0  

人数 15 15 0  

捜索 回数 3 1 0  

人数 31 14 0  

その他 回数 1 1 2  

人数 42 39 57  
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●救急出動件数・搬送人員の推移 

[資料：徳之島地区消防組合] 

 
16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 計 

出動

件数 
436 487 506 492 445 449 491 478 499 512 4,795 

搬送

人員 
419 473 495 483 425 430 468 462 482 501 4,638 

 

 

【基本方針】 

防災の基本は「自助・共助」であり、各個人・各地域の防災意識の向上を図るとともに、「公助」

としての情報収集体制、情報伝達体制の整備を推進します。 

 

 

【目標】 

・災害に強い町づくりを目指します。 

・災害時における情報収集・情報伝達体制を整備します。 

 

 

【施策の概要】 

○消防体制の整備 

・水槽付消防ポンプ自動車の更新 

・消防団員の育成、強化（消火・操法訓

練の定期的な実施） 

・耐震性防火水槽の整備 

・高規格救急車の導入（消防組合への貸

付） 

 

 

○防災体制の整備 

・自主防災組織の装備の充実 

・まちづくり協働隊（役場職員）が自主防災組織へ参加し、育成・強化 

・戸別受信機の整備 

・一斉同報メールの導入 
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Ⅳ．分野別構想  

３．生活環境の整備と充実 

（４）消防・防災 
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Ⅳ．分野別構想 

３．生活環境の整備と充実 

（５）交通安全対策 

【現状と課題】 

交流人口の増加や生活様式の多様化で主要道路は交通量が多く、交差点やカーブでの事故が発生

していることから、道路反射鏡や防護柵の整備が必要であります。また、高齢者のドライバーが増

加傾向にあることから、安全運転講習会等の開催により交通安全についての町民意識の高揚を啓発

する必要があります。 

 

【基本方針】 

危険箇所の点検と交通安全施設（道路反射鏡等）の新設及び補修を実施し、関係機関と連携して

法令講習会や街頭指導等交通安全教育を推進します。 

又、不慮の事故に備え、交通災害共済や任意共済への加入を促進します。 

 

【目標】 

交通事故のない安全で住みよい町づくりを目指します。 

 

【施策の概要】 

・交通安全施設（道路反射鏡等）の新設 

・交通安全教室の実施 

・全職員による交通安全街頭指導 
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Ⅳ．分野別構想 

 ４．第一次産業の推進 

（１）林業 

【現状と課題】 

・本町の総面積は 6,270haであり、うち民有林は 1,129haであります。 

民有林の 84％を占める天然林は、シイ、カシ類を主体とした広葉樹であり、それらの森林には、

二酸化炭素の吸収をはじめとする地球温暖化防止機能や国土の保全、水源の涵養等の機能を発揮し

ていくことが求められているため、公益的機能の発揮のために適切に森林整備を推進していく必要

があります。 

また、平成２６年９月 22日に町内にて松くい虫の被害が確認され、リュウキュウマツ林につい

ては、防除対策を行うとともに、混合林かあるいは広葉樹林化を促進する必要があります。 

 

【基本方針】 

・森林の整備にあたっては、森林の有する諸機能を総合的かつ高度に発揮させるため併存する機能

の発揮に配慮しつつ、「伊仙町森林整備計画」に基づき、森林整備を行います。 

 

【目   標】 

・森林整備を推進するうえで最も重要となる林業労力については、本町を管轄する徳之島地区森林

組合及びその他の林業事業体を中心に計画的な保有等の推進を図ります。 

さらに、適切な森林整備を推進するため、森林組合等林業事業体、県大島支庁林務水産課、各集落

等の相互の連携を密にし、講習会等を通じて技術指導、啓発普及に努めるとともに、国・県の補助

事業等を有効に活用します。 

 

【施策の概要】 

・森林環境保全直接支援事業を活用した町有林の整備 

・保全松林健全化整備事業等を活用した松くい虫被害木の駆除・伐倒 

・みどりの募金事業による緑化の推進 

・木工教室等の開催による担い手の育成 

 

 
      木工教室          松くい虫薬剤の樹幹注入 
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Ⅳ．分野別構想 

３．生活環境の整備と充実 
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又、不慮の事故に備え、交通災害共済や任意共済への加入を促進します。 

 

【目標】 

交通事故のない安全で住みよい町づくりを目指します。 

 

【施策の概要】 

・交通安全施設（道路反射鏡等）の新設 
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・森林整備を推進するうえで最も重要となる林業労力については、本町を管轄する徳之島地区森林
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Ⅳ．分野別構想  

４．第一次産業の推進 

（２）水産業  

【現状と課題】 

・本町は徳之島の南部に位置し、海岸線は珊瑚礁が多く、また隆起性珊瑚礁は沖合へ伸びて遠浅の

海岸を形成している。近海は暖流であり、海水温度は平均 23℃で、好漁場に恵まれ、漁船漁業に

よる瀬物一本釣り漁が主体であります。 

 しかしながら、瀬物魚類の減少、漁業者の高齢化及び後継者不足等が進んでおり、このまま放置

すれば、伊仙町の漁業は一層衰退し水産業・漁村における多面的機能が失われていく懸念がありま

す。 

 

【基本方針】 

・「伊仙町離島漁業集落活動促進計画」に基づき、円滑かつ効率的に実施します。 

 

【目標】 

・将来における持続的な漁業活動を可能とするため、現状と４年後の漁業の振興方策を定め、これ

らの目標達成のための施策を講じる。また５年後には計画の見直しを行います。 

 

【施策の概要】 

○漁場における操業ルールの見直し 

○漁場の生産力向上（種苗放流・産卵場育成等） 

○魚食の普及（地産地消拡） 

○後継者育成 

○水産物加工品開発 

 

 
       お魚祭り             加工品開発研修 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（１）国民健康保険 保健予防事業の充実 

【現状と課題】 

・平成２０年度からスタートした特定健診・特定保健指導は、平成２５年度より第２期が始まり、 

国が目標値として定めた特定健診受診率・特定保健指導実施率は第１期の目標値を達成し、第２ 

期も高受診率はキープしています。 

 しかし、いまだに内臓脂肪症候群該当者割合は県よりも高くなっています。また、標準化死亡比 

(※SMR)でみても近年でも脳卒中や心筋梗塞死亡率が高く、減塩・減脂・減糖等の食事の改善や肥 

満解消、飲酒喫煙に関する課題など、改善課題はいまだに多い状況です。解決策としてウォーキン 

グ等運動習慣のさらなる定着に向け、地域での健康づくりを実践できる人を増やさなければならな 

い等、課題は多いです。 

 

【基本方針】 

・まずは特定健診受診率 65％以上を維持、保健指導実施率は 60％を目指して、受診者が健康行動 

をとれるよう支援を行います。 

・脳卒中対策事業を推進し発症予防・再発予防に力を入れます。 

・心筋梗塞や※CKD予防にも力を入れ、生活習慣病の重症化予防に力を入れます。 

※CKD＝慢性腎臓病 

※SMRとは、国を 100としたときの死亡率の割合です。 
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・※KDBシステムを活用し、医療費分析等を随時行いながら、事業評価を行います。 

・地域での健康づくり推進に向け、地区の応援団のサポートなど地域づくりを行います。 

※KDB＝国民健康保険データベースの略。 

 
脳卒中対策として特定健診受診及び減塩の取組 

 
ウォーキングマップ 

【目標】 

・特定健診受診率７０％、特定保健指導実施率６０％を達成させます。 

・脳卒中発症数、脳卒中再発者数を減らし、脳卒中死亡率を下げる事を目指します。 

・心筋梗塞死亡率を下げ、CKD予防や糖尿病重症化予防で透析患者の発症を予防します。 

・KDBシステム活用により、医療費分析を行い、医療費削減効果を示します。 

・地域の健康づくり応援団の体制を強化し、地域で支え合う健康づくりを支援します。 

 

【施策の概要】 

・第 2次特定健診・特定保健指導実施計画に基づき、特定健診受診者を増やし、１次予防を徹底し、

生活習慣病の発症予防を行います。また、受診勧奨判定値を超える受診者を早期に医療機関受診

に繋ぎ、発症予防重症化予防を図ります。該当者には効果的・実践的な保健指導を行い、脳卒中

や心筋梗塞などの重篤な疾患の発症予防に努めます。 

・平成 23年度から 27年度まで推進中の脳卒中対策プロジェクト事業により１次予防から、2次予

防としての健診受診またはハイリスク予防の頸動脈エコー検査や脳ドックの実施、また 3次予防

としての脳卒中リハビリの推進やハイリスク対象者への訪問指導等を行います。 

・KDBシステムを活用し医療費分析やデータを活用しての効果的な保健事業を推進します。 

・脳卒中リハビリボランティア(ゆてぃな会)や長寿子宝のまちづくり応援団等の研修を行いながら

協力をいただき、地域での健康づくり支援を行います。 

・各取組を推進し、脳卒中や心筋梗塞などの重症化予防を図り、医療費の削減や、者往来的な介護

給付費の削減を行います。 
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Ⅳ．分野別構想  

５．保健福祉の推進 

（２）健康  ① 国民健康保険 

【現状と課題】 

・本町の人口は、平成２６年４月 30日現在 7,087人（外国人含む）で、65歳以上の高齢者人口は

2,386人と総人口に占める割合である高齢化率は 33.6%に達しています。  

国民健康保険加入者の状況としては、平成 26 年 4 月 30 日現在被保険者数 2,791 人（加入割合

39.4％）であり、65 歳以上 74 歳以下の被保険者は、661 人と被保険者総数の 23.6%を占める状

況となっていますが、国民健康保険制度が退職者や無業者等も含め他の被用者保険の対象となら

ないすべての方を加入対象としていることから財政基盤が脆弱化しており、加えて本町において

も高齢化の進展に伴う医療費の増加により国民健康保険財政は厳しい状況となっています。 

また、国民健康保険事業の健全経営を確保するための収納率は経年的に下降傾向であり、納税の

責任と公平性の観点から収納率の向上が課題となっています。 

 

【基本方針】 

・保健センターにおいて策定（Ｐ６９参照） 

 

【目標】 

・保健センターにおいて策定（Ｐ７０参照） 

 

【施策の概要】 

・保健センターにおいて策定（Ｐ７０参照） 

 

【 国民健康保険事業 参考資料 】 

１ 保健事業の目的 
 
（１）保健事業の目的 

伊仙町国民健康保険における保健事業は、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等
に関する指針に基づき、都道府県、市町村及び他の保険者並びに後期高齢者医療広域連
合等様々な実施主体と連携しながら、地域の特性に応じた被保険者へのきめ細かい保健
事業を効果的かつ効率的に実施し、個々の被保険者に対し自主的な健康増進及び疾病予
防の取組を働きかけることで、健康の保持増進により、医療費の適正化及び保険者の財
政基盤強化及び安定化を図ることを目的とする。 

 
（２）生活習慣病対策の重点化 

近年、生活環境の変化や高齢化の進展に伴い、疾病に占める生活習慣病の割合が増え
てきており、脳卒中、心臓病、がん等の生活習慣病が死因の約６割を超えまた、医療費
に占める割合についても、脳卒中、心臓病、がん等の生活習慣病が３割を超えるに至っ
ている。 
しかしながら、生活習慣病は、多くの場合、食事や運動等の日常の生活習慣を見直す
ことによってその発症や進行を未然に防ぐことが可能であるといわれている。一方で、
本人に明確な自覚症状がないまま、症状が悪化することが多いことから、本人が自らの
生活習慣の問題点を発見し、意識してその特徴に応じた生活習慣病の改善に継続的に取
組むことが大切で、それを保険者が積極的に支援していくことが必要である。 
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ている。 
しかしながら、生活習慣病は、多くの場合、食事や運動等の日常の生活習慣を見直す
ことによってその発症や進行を未然に防ぐことが可能であるといわれている。一方で、
本人に明確な自覚症状がないまま、症状が悪化することが多いことから、本人が自らの
生活習慣の問題点を発見し、意識してその特徴に応じた生活習慣病の改善に継続的に取
組むことが大切で、それを保険者が積極的に支援していくことが必要である。 

 



第５次伊仙町総合計画 

72 
 

       《 年齢区分別被保険者数 》 

■人口構成 （平成 26年 4月 30日現在） 

年齢区分 人口（人） 被保険者数（人） 加入割合（％） 

０～４ 歳 352 105 29.8 

５～９ 歳 354 114 32.2 

１０～１４歳 302 103 34.1 

１５～１９歳 254 125 49.2 

２０～２４歳 170 85 50.0 

２５～２９歳 272 98 36.0 

３０～３４歳 315 120 38.1 

３５～３９歳 292 108 37.0 

４０～４４歳 269 109 40.5 

４５～４９歳 352 151 42.9 

５０～５４歳 547 248 45.3 

５５～５９歳 602 311 51.7 

６０～６４歳 620 453 73.1 

６５～６９歳 407 330 81.1 

７０～７４歳 394 331 84.0 

７５歳～ 1,585 - - 

合   計 7,087 2,791 39.4 

（再掲）65～74歳 801 661 82.5 

 

 

《 平成２５年度 徴収率・前年度比較表 》 

税  目 
調 定 額（円） 収 入 額（円） 未収額 

（円） 

徴 収 率（％） 比 較 

（％） 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 

国民健康保険税 
（現年度分） 

110,126,900 120,172,100 93,163,848 103,251,100 16,963,052 84.60％ 85.92％ -1.32％ 

国民健康保険税 
（過年度分） 

55,807,508 48,308,607 8,348,236 5,854,300 47,459,272 14.96％ 12.12％ 2.84％ 

計 165,934,408 168,480,707 101,512,084 109,105,400 64,422,324 61.18％ 64.76％ -3.58％ 

平成 25年度の徴収率は上表の通りである。他の市町村と比較するとかなり低い状態です。 

これからの課題は、収納対策人員の確保・職員の資質の向上、そして滞納処分の強化です。 

最大の課題は、徴収率アップと自主財源の確保であります。 

 ○徴収率向上対策として 

 ・徴収対策会議の開催 

 ・徴収計画の作成 

 ・滞納者リストの作成 

 ・徴収強化月間の設定 

 ・夜間徴収（臨戸）の実施 

 ・実態調査（生活状況の把握）の徹底 
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 《年齢階層別 医療費諸率》 

■年齢階層別 医療費諸率         （平成 25年 5月診療分） 

年齢階層 入   院 入 院 外 合   計 

受診率 
 

（%） 

1人当たり 
費用額 
（円） 

1件当た
り日数 
（日） 

受診率 
 

（%） 

1人当た
り費用
額（円） 

1件当た
り日数
（日） 

受診率 
 

（%） 

1人当た
り費用
額 
（円） 

1件当た
り日数 
（日） 

 ０～９ 歳 0.9  1,461  5.0  42.1  3,752  1.5  42.9  5,213  1.6 

県  計 1.1  4,158  8.3  70.1  5,199  1.6  71.1  9,356  1.7 

１０～１９歳 1.1  5,196  10.7  30.8  4,822  1.6  31.9  10,018  1.9 

県  計 0.4  2,021  12.4  37.4  3,003  1.4  37.8  5,023  1.6 

２０～２９歳 1.5  10,779  10.7  34.0  5,014  1.8  35.5  15,793  2.2 

県  計 1.2  4,751  14.9  37.6  4,044  1.6  38.8  8,795  2.0 

３０～３９歳 0.4  1,379  31.1  31.0  5,784  1.6  31.4  7,163  2.0 

県  計 1.7  6,698  20.0  45.3  5,737  1.7  47.0  12,436  2.4 

４０～４９歳 2.9  15,864  27.8  38.9  7,726  2.0  41.8  23,590  3.8 

県  計 2.5  11,303  23.1  53.1  9,033  1.9  55.7  20,335  2.9 

５０～５９歳 3.9  15,699  20.6  48.9  9,478  1.8  52.8  25,178  3.2 

県  計 3.4  14,834  22.3  66.3  12,133  2.0  69.7  26,967  3.0 

６０～６９歳 4.1  18,048  22.0  67.7  14,891  1.7  71.7  32,939  2.8 

県  計 3.5  16,905  19.3  100.2  15,497  1.8  103.7  32,402  2.4 

７０～７４歳 4.6  25,021  12.6  98.8  19,402  1.8  103.4  44,423  2.3 

県  計 4.5  22,339  17.1  143.0  20,063  1.9  147.5  42,402  2.4 
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《疾病大分類別 医療費諸率》 

■疾病大分類別 医療費諸率         （平成 25年 5月診療分） 

疾病分類 入   院 入 院 外 合   計 

１件当た
り 費用額
（円） 

1日当た
り費用
額（円） 

1件当
たり日
数（日） 

１件当
たり費
用額
（円） 

1日当た
り費用
額（円） 

1件当
たり日
数（日） 

１件当
たり費
用額
（円） 

1日当た
り費用
額（円） 

1件当
たり日
数（日） 

感染症及び 
寄生虫症 

255,435  31,929  8.0  13,045  8,806  1.5  29,762  15,412  1.9 

県  計 385,569  30,403  12.7  11,953  7,073  1.7  19,210  10,092  1.9 

新生物 546,615  76,272  7.2  48,427  27,029  1.8  148,064  51,650  2.9 

県  計 588,441  46,776  12.6  37,396  23,393  1.6  105,761  35,718  3.0 

血液及び造血器の疾患並
びに免疫機構の障害 

381,770  38,177  10.0  16,413  12,310  1.3  107,753  30,786  3.5 

県  計 749,888  63,215  11.9  22,833  14,419  1.6  77,965  32,994  2.4 

内分泌，栄養及
び代謝疾患 

186,850  13,346  14.0  20,024  13,710  1.5  21,115  13,689  1.5 

県  計 360,036  23,440  15.4  15,078  10,329  1.5  19,097  11,776  1.6 

精神及び行動の
障害 

325,615  10,941  29.8  16,348  8,698  1.9  87,937  10,552  8.3 

県  計 343,480  11,724  29.3  19,762  8,856  2.2  83,148  11,041  7.5 

神経系の疾患 433,043  16,549  26.2  33,956  23,233  1.5  75,241  18,729  4.0 

県  計 525,036  20,909  25.1  13,201  7,698  1.7  59,442  15,526  3.8 

眼及び付属器の
疾患 

- - - 9,810  8,286  1.2  9,810  8,286  1.2 

県  計 356,510  54,234  6.6  9,291  7,515  1.2  12,513  9,732  1.3 

耳及び乳様突起
の疾患 

- - - 5,194  4,617  1.1  5,194  4,617  1.1 

県  計 373,040  43,756  8.5  7,472  4,229  1.8  11,461  6,227  1.8 

循環器系の疾患 538,140  39,728  13.5  16,771  11,893  1.4  30,329  17,574  1.7 

県  計 662,536  41,879  15.8  11,167  7,716  1.4  24,146  13,928  1.7 

呼吸器系の疾患 463,412  28,606  16.2  10,621  7,696  1.4  25,227  13,577  1.9 

県  計 384,884  31,215  12.3  8,025  5,082  1.6  13,831  7,928  1.7 

消化器系の疾患 398,440  66,407  6.0  16,207  6,651  2.4  21,237  8,551  2.5 

県  計 362,244  37,904  9.6  13,802  6,286  2.2  18,180  7,945  2.3 

皮膚及び皮下 
組織の疾患 

112,890  22,578  5.0  11,681  6,619  1.8  17,304  8,899  1.9 

県  計 422,440  27,669  15.3  5,332  3,764  1.4  7,211  4,876  1.5 

筋骨格系及び 
結合組織の疾患 

1,419,338  55,660  25.5  16,147  9,227  1.8  74,613  27,235  2.7 

県  計 644,116  41,181  15.6  13,985  4,995  2.8  26,083  8,562  3.0 

腎尿路生殖器系
の疾患 

366,602  42,628  8.6  120,664  27,845  4.3  146,827  30,671  4.8 

県  計 519,265  35,765  14.5  72,057  22,400  3.2  91,512  24,676  3.7 

妊娠，分娩及び 
産じょく 

657,020  65,702  10.0  1,390  1,390  1.0  329,205  59,855  5.5 

県  計 207,178  29,445  7.0  10,389  5,827  1.8  47,301  17,086  2.8 

損傷，中毒及び 
その他の外因の影響 

565,251  24,288  23.3  10,203  7,506  1.4  91,610  20,031  4.6 

県  計 516,204  30,729  16.8  11,611  4,560  2.5  45,151  12,924  3.5 
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Ⅳ．分野別構想  

５．保健福祉の推進 

（２）健康  ② 健康増進事業１ 

【現状と課題】 

・全国を 100とした標準化死亡比（SMR）平成 18年から 22年で、本町では男性は胃がん、女性は 

心筋梗塞、男女ともに脳血管疾患が高くなっています。また、男女ともに 30～64歳の死亡率が高 

いことから、早世対策が課題です。 

・歯周病検診の受診率は高いが、40から 50代の罹患率が増加している。歯周病と糖尿病や循環器 

疾患とは関連性があるため、歯周病予防が課題です。 

 

 

【基本方針】 

・町民一人ひとりが、生活習慣病に対する知識を深めることで、年 1回は進んで検診を受診できる 

よう、正しい歯みがき方法の習得や定期的に歯科検診を受けるようにします。 

 

 

【目標】 

・がん検診の受診率、30％以上を目指します。 

・がん検診、精密検診の受診率、100％を目指します。 

・歯周病健診の受診率、40％以上を目指します。 

 

 

【施策の概要】 

・がんの早期発見のために、がん検診受診率の向上対策として、各種教室において検診に対する 

情報提供を行い、検診の意義の普及啓発を行います。 

また、健診後の制度管理の体制整備として、３か月・６か月後の追跡調査により、精密検査受診 

率向上を図り、早期発見・早期治療につなげます。 

・がん予防=生活習慣病予防につなげるため、バランスのとれた食生活、適度な運動と休養、節度 

ある適度な飲酒や喫煙などの健康行動への関心を高め、実施できるような具体的な取り組みを地域 

と一体となって行えるよう、「遊ばーディ教室」の開催による健康教室の普及を図ります。 

・歯周病健診を受診しやすい体制として、特定健診との同時実施や、健診後のフォローで歯科医に 

よる講話や、「遊ばーディ教室」での歯周病予防教室を定期的に行います。 
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《疾病大分類別 医療費諸率》 

■疾病大分類別 医療費諸率         （平成 25年 5月診療分） 

疾病分類 入   院 入 院 外 合   計 

１件当た
り 費用額
（円） 

1日当た
り費用
額（円） 

1件当
たり日
数（日） 

１件当
たり費
用額
（円） 

1日当た
り費用
額（円） 

1件当
たり日
数（日） 

１件当
たり費
用額
（円） 

1日当た
り費用
額（円） 

1件当
たり日
数（日） 

感染症及び 
寄生虫症 

255,435  31,929  8.0  13,045  8,806  1.5  29,762  15,412  1.9 

県  計 385,569  30,403  12.7  11,953  7,073  1.7  19,210  10,092  1.9 

新生物 546,615  76,272  7.2  48,427  27,029  1.8  148,064  51,650  2.9 

県  計 588,441  46,776  12.6  37,396  23,393  1.6  105,761  35,718  3.0 

血液及び造血器の疾患並
びに免疫機構の障害 

381,770  38,177  10.0  16,413  12,310  1.3  107,753  30,786  3.5 

県  計 749,888  63,215  11.9  22,833  14,419  1.6  77,965  32,994  2.4 

内分泌，栄養及
び代謝疾患 

186,850  13,346  14.0  20,024  13,710  1.5  21,115  13,689  1.5 

県  計 360,036  23,440  15.4  15,078  10,329  1.5  19,097  11,776  1.6 

精神及び行動の
障害 

325,615  10,941  29.8  16,348  8,698  1.9  87,937  10,552  8.3 

県  計 343,480  11,724  29.3  19,762  8,856  2.2  83,148  11,041  7.5 

神経系の疾患 433,043  16,549  26.2  33,956  23,233  1.5  75,241  18,729  4.0 

県  計 525,036  20,909  25.1  13,201  7,698  1.7  59,442  15,526  3.8 

眼及び付属器の
疾患 

- - - 9,810  8,286  1.2  9,810  8,286  1.2 

県  計 356,510  54,234  6.6  9,291  7,515  1.2  12,513  9,732  1.3 

耳及び乳様突起
の疾患 

- - - 5,194  4,617  1.1  5,194  4,617  1.1 

県  計 373,040  43,756  8.5  7,472  4,229  1.8  11,461  6,227  1.8 

循環器系の疾患 538,140  39,728  13.5  16,771  11,893  1.4  30,329  17,574  1.7 

県  計 662,536  41,879  15.8  11,167  7,716  1.4  24,146  13,928  1.7 

呼吸器系の疾患 463,412  28,606  16.2  10,621  7,696  1.4  25,227  13,577  1.9 

県  計 384,884  31,215  12.3  8,025  5,082  1.6  13,831  7,928  1.7 

消化器系の疾患 398,440  66,407  6.0  16,207  6,651  2.4  21,237  8,551  2.5 

県  計 362,244  37,904  9.6  13,802  6,286  2.2  18,180  7,945  2.3 

皮膚及び皮下 
組織の疾患 

112,890  22,578  5.0  11,681  6,619  1.8  17,304  8,899  1.9 

県  計 422,440  27,669  15.3  5,332  3,764  1.4  7,211  4,876  1.5 

筋骨格系及び 
結合組織の疾患 

1,419,338  55,660  25.5  16,147  9,227  1.8  74,613  27,235  2.7 

県  計 644,116  41,181  15.6  13,985  4,995  2.8  26,083  8,562  3.0 

腎尿路生殖器系
の疾患 

366,602  42,628  8.6  120,664  27,845  4.3  146,827  30,671  4.8 

県  計 519,265  35,765  14.5  72,057  22,400  3.2  91,512  24,676  3.7 

妊娠，分娩及び 
産じょく 

657,020  65,702  10.0  1,390  1,390  1.0  329,205  59,855  5.5 

県  計 207,178  29,445  7.0  10,389  5,827  1.8  47,301  17,086  2.8 

損傷，中毒及び 
その他の外因の影響 

565,251  24,288  23.3  10,203  7,506  1.4  91,610  20,031  4.6 

県  計 516,204  30,729  16.8  11,611  4,560  2.5  45,151  12,924  3.5 
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Ⅳ．分野別構想  

５．保健福祉の推進 

（２）健康  ② 健康増進事業１ 

【現状と課題】 

・全国を 100とした標準化死亡比（SMR）平成 18年から 22年で、本町では男性は胃がん、女性は 

心筋梗塞、男女ともに脳血管疾患が高くなっています。また、男女ともに 30～64歳の死亡率が高 

いことから、早世対策が課題です。 

・歯周病検診の受診率は高いが、40から 50代の罹患率が増加している。歯周病と糖尿病や循環器 

疾患とは関連性があるため、歯周病予防が課題です。 

 

 

【基本方針】 

・町民一人ひとりが、生活習慣病に対する知識を深めることで、年 1回は進んで検診を受診できる 

よう、正しい歯みがき方法の習得や定期的に歯科検診を受けるようにします。 

 

 

【目標】 

・がん検診の受診率、30％以上を目指します。 

・がん検診、精密検診の受診率、100％を目指します。 

・歯周病健診の受診率、40％以上を目指します。 

 

 

【施策の概要】 

・がんの早期発見のために、がん検診受診率の向上対策として、各種教室において検診に対する 

情報提供を行い、検診の意義の普及啓発を行います。 

また、健診後の制度管理の体制整備として、３か月・６か月後の追跡調査により、精密検査受診 

率向上を図り、早期発見・早期治療につなげます。 

・がん予防=生活習慣病予防につなげるため、バランスのとれた食生活、適度な運動と休養、節度 

ある適度な飲酒や喫煙などの健康行動への関心を高め、実施できるような具体的な取り組みを地域 

と一体となって行えるよう、「遊ばーディ教室」の開催による健康教室の普及を図ります。 

・歯周病健診を受診しやすい体制として、特定健診との同時実施や、健診後のフォローで歯科医に 

よる講話や、「遊ばーディ教室」での歯周病予防教室を定期的に行います。 
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Ⅳ．分野別構想  

５．保健福祉の推進 

（２）健康  ② 健康増進事業２ 

【現状と課題】 

・精神的な疾患に罹患する方が年々増えています。全国でも毎年 3万人近い人が自殺をしており、 

交通事故死亡率よりも上回っている数字となっています。 

・本町の自殺者は、平成２３年度に 6名、平成２４年は 0名、平成２５年度は 6名であり、徳之島 

管内の他町と比較しても多いです。 

・自殺対策緊急強化事業を平成２３年度より始め、ゲートキーパー養成講座等を開いてきました。 

また、併せて「こころの電話相談」を開始し、電話相談については、平成２４年度は６件、平成 

２５年度は２件、平成２６年度は年度途中であるが６件となっており、少しではあるが相談件数が 

増えており、今後更に相談件数が増えることが予想されます。 

・しかし、誰にどのように相談したらいいのかが分からないといった声が多くあり、町民への周知 

が出来ていないのが現状であります。 

 

【基本方針】 

・本町の精神保健分野の相談体制や情報発信の体制作りをすることで、町民にも関心を持ってもら 

います。 

また、関心が深まることにより、地域からの声に基づいた体制作りを行うことが出来ます。 

 

【目標】 

・ゲートキーパー養成講座を年 1回行い、フォローアップ研修を随時行います。 

・町内を基本に電話番号の周知（８６－４９４９）を図り、身近に相談できるという体制を示す。 

・健康相談時に合わせて相談窓口を開きます。 

・メンタルヘルス講座（町民向けもしくは職員向け）を年 1回開催し、身近な病気であることを周

知し、予防に努めます。 

 

【施策の概要】 

・ゲートキーパー養成講座を行い普及啓発に努めます。講座終了後は必ず、定期的なフォローアッ 

プを行います。 

・「８６－４９４９」の相談専用番号を町民向けに周知し、相談内容によっては専門職へ繋いでい

くようにします。 

・健康相談時に保健師と精神保健福祉士が対応します。（月 1回）希望者がいる場合は、随時相談 

対応を行います。場合によっては、医療機関や臨床心理士と連携を図ります。 

・メンタルヘルス講座を開催することで精神的な疾病に対する偏見や差別を軽減し、身近な病気で 

あることを周知します。また、専門的な窓口があることを示すことで早期に対応が行える体制作 

りを行います。 

・自殺対策や精神保健の充実を図るために、今後さらに体制を整えていく必要があり、各関係機関 

と連携を強化していきます。 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（２）健康  ③ 感染症予防 

【現状と課題】 

・予防接種法に基づく定期接種の増加により、接種勧奨する年齢の拡大や接種回数が増え、接種ス 

ケジュールが複雑化しているが、予防接種の意義や必要性について知識の普及啓発を健診で行い、 

接種率の向上に取り組まなければなりません。 

・予防接種過誤防止の対策が重要となってきますが、接種間隔や予防接種ワクチンの取り違え等の 

過誤を防止するため、複数担当によるチェック体制をとる必要があるが、現状ではできていないの 

が課題であります。 

・予防接種による※アナフィラキシーショック等の副反応への対応として、応急治療ができるよう 

救急処置物品を保健センターに常備し、定期的な点検及び使用方法の研修を継続的に行っていく必 

要があります。 

・結核は徳之島保健所管内においても新規患者が発生していますが、結核検診の受診率が低く、検 

診の重要性について普及啓発し、受診率の向上に取り組まなければなりません。 

・新型インフルエンザ対策について、発生時には迅速に対応ができるよう、他町及び医療機関との 

連携を整備しなければなりません。 

※アナフィラキシー＝アレルギーのうちで、特に症状の激しいもので薬物ショック等。 

【基本方針】 

・予防接種による感染症対策として、定期予防接種について意義や必要性について、今後も新生児 

訪問や各種検診時等の場で周知し、接種スケジュールの計画を個別相談していくとともに、接種し 

やすい環境を医療機関と連携し整備していきます。 

・感染症対策として、結核の早期発見・早期治療を目指し、レントゲン検診の重要性について、ポ 

スターや広報などで普及啓発していきます。 

 

【目標】 

・感染症の蔓延を防止するため、予防接種による免疫水準の維持向上出来るよう、定期予防接種の 

接種機会を安定的に確保し、全体として一定の接種率が確保できるようにしていきます。 

・結核の感染予防や早期発見するため、検診機会を確保し、検診受診率の向上に取り組みます。 

 

【施策の概要】 

・定期予防接種率の向上対策として、予防接種の意義について乳幼児健診等の場で情報の普及啓発 

及び相談を行います。また、医療機関や他町と連携の場を持っているが、今後もスムーズに連携で 

きるシステムを検討していきます。 

・結核検診の必要性について、強化月間を活用し、広報するとともに、保健所や検診委託機関との 

連携を強化していきます。 

・予防できる感染症は、日ごろから意識し感染予防できるよう、防災無線や広報誌等で、正しい 

知識の普及啓発を行っていきます。 
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Ⅳ．分野別構想  

５．保健福祉の推進 

（２）健康  ② 健康増進事業２ 

【現状と課題】 

・精神的な疾患に罹患する方が年々増えています。全国でも毎年 3万人近い人が自殺をしており、 

交通事故死亡率よりも上回っている数字となっています。 

・本町の自殺者は、平成２３年度に 6名、平成２４年は 0名、平成２５年度は 6名であり、徳之島 

管内の他町と比較しても多いです。 

・自殺対策緊急強化事業を平成２３年度より始め、ゲートキーパー養成講座等を開いてきました。 

また、併せて「こころの電話相談」を開始し、電話相談については、平成２４年度は６件、平成 

２５年度は２件、平成２６年度は年度途中であるが６件となっており、少しではあるが相談件数が 

増えており、今後更に相談件数が増えることが予想されます。 

・しかし、誰にどのように相談したらいいのかが分からないといった声が多くあり、町民への周知 

が出来ていないのが現状であります。 

 

【基本方針】 

・本町の精神保健分野の相談体制や情報発信の体制作りをすることで、町民にも関心を持ってもら 

います。 

また、関心が深まることにより、地域からの声に基づいた体制作りを行うことが出来ます。 

 

【目標】 

・ゲートキーパー養成講座を年 1回行い、フォローアップ研修を随時行います。 

・町内を基本に電話番号の周知（８６－４９４９）を図り、身近に相談できるという体制を示す。 

・健康相談時に合わせて相談窓口を開きます。 

・メンタルヘルス講座（町民向けもしくは職員向け）を年 1回開催し、身近な病気であることを周

知し、予防に努めます。 

 

【施策の概要】 

・ゲートキーパー養成講座を行い普及啓発に努めます。講座終了後は必ず、定期的なフォローアッ 

プを行います。 

・「８６－４９４９」の相談専用番号を町民向けに周知し、相談内容によっては専門職へ繋いでい

くようにします。 

・健康相談時に保健師と精神保健福祉士が対応します。（月 1回）希望者がいる場合は、随時相談 

対応を行います。場合によっては、医療機関や臨床心理士と連携を図ります。 

・メンタルヘルス講座を開催することで精神的な疾病に対する偏見や差別を軽減し、身近な病気で 

あることを周知します。また、専門的な窓口があることを示すことで早期に対応が行える体制作 

りを行います。 

・自殺対策や精神保健の充実を図るために、今後さらに体制を整えていく必要があり、各関係機関 

と連携を強化していきます。 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（２）健康  ③ 感染症予防 

【現状と課題】 

・予防接種法に基づく定期接種の増加により、接種勧奨する年齢の拡大や接種回数が増え、接種ス 

ケジュールが複雑化しているが、予防接種の意義や必要性について知識の普及啓発を健診で行い、 

接種率の向上に取り組まなければなりません。 

・予防接種過誤防止の対策が重要となってきますが、接種間隔や予防接種ワクチンの取り違え等の 

過誤を防止するため、複数担当によるチェック体制をとる必要があるが、現状ではできていないの 

が課題であります。 

・予防接種による※アナフィラキシーショック等の副反応への対応として、応急治療ができるよう 

救急処置物品を保健センターに常備し、定期的な点検及び使用方法の研修を継続的に行っていく必 

要があります。 

・結核は徳之島保健所管内においても新規患者が発生していますが、結核検診の受診率が低く、検 

診の重要性について普及啓発し、受診率の向上に取り組まなければなりません。 

・新型インフルエンザ対策について、発生時には迅速に対応ができるよう、他町及び医療機関との 

連携を整備しなければなりません。 

※アナフィラキシー＝アレルギーのうちで、特に症状の激しいもので薬物ショック等。 

【基本方針】 

・予防接種による感染症対策として、定期予防接種について意義や必要性について、今後も新生児 

訪問や各種検診時等の場で周知し、接種スケジュールの計画を個別相談していくとともに、接種し 

やすい環境を医療機関と連携し整備していきます。 

・感染症対策として、結核の早期発見・早期治療を目指し、レントゲン検診の重要性について、ポ 

スターや広報などで普及啓発していきます。 

 

【目標】 

・感染症の蔓延を防止するため、予防接種による免疫水準の維持向上出来るよう、定期予防接種の 

接種機会を安定的に確保し、全体として一定の接種率が確保できるようにしていきます。 

・結核の感染予防や早期発見するため、検診機会を確保し、検診受診率の向上に取り組みます。 

 

【施策の概要】 

・定期予防接種率の向上対策として、予防接種の意義について乳幼児健診等の場で情報の普及啓発 

及び相談を行います。また、医療機関や他町と連携の場を持っているが、今後もスムーズに連携で 

きるシステムを検討していきます。 

・結核検診の必要性について、強化月間を活用し、広報するとともに、保健所や検診委託機関との 

連携を強化していきます。 

・予防できる感染症は、日ごろから意識し感染予防できるよう、防災無線や広報誌等で、正しい 

知識の普及啓発を行っていきます。 
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Ⅳ．分野別構想  

５．保健福祉の推進 

（３）食育・栄養 

【現状と課題】 

・長寿のまちでありながら、町民の食に対する意識および健康水準は、少しずつ改善されつつある 

ものの、SMR（標準化死亡比）の割合が依然として全国より高く、生活習慣病予防が重要な課題で 

す。特に、20から 50歳代の働き盛り世代の課題が顕著で、各年代別・性別による食生活に違いが 

見られ、年代・性別等様々な対策を講じる必要があります。 

＜朝食の摂取状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜野菜の摂取状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

・長寿を育んだ島の食文化を継承し、島食材の利用促進を図るとともに、偏った食習慣を是正し、 

将来にわたって健康長寿のまち伊仙町を継承できるよう、食からの健康づくりと、地産地消による 

長寿食材の普及促進により豊かな食の町づくりが実現できている姿を目指します。 

 

【目標】 

・伊仙町食育推進計画に基づき、計画を推進していくために、各関係者が互いに連携して取り組 

んでいくとともに、取組の成果を客観的に把握できるように数値目標を設定します。 
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項  目 
現 状 

(Ｈ23年) 
目 標 

（Ｈ27年） 

食育に関心を持つ町民割合の増加 

 

70％ 

＊1 

90％ 

(国目標:90％) 

学校給食において使用する島内産青果物割合（重量

ベース）の増加 

26.8％ 

＊2 

35％ 

(国目標:30％) 

「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送ってい

る町民の割合の増加 

80％ 

   ＊1 

80％ 

(国目標:60％) 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を認知

している町民の割合の増加 

75％ 

＊1 

90％ 

(国目標:50％) 

40歳から 60歳代の肥満者（BMIが 25以上）の割合の

減少 

38.5％ 

＊3 

30％ 

 

「弁当の日」の実践事業所を増やす 

 

1か所 

 
3か所以上 

食文化の継承の機会を増やす 
島の郷土料理のアレンジ料理を食べたり、島の郷土料
理を作ったことがある人の割合 

48.9％ 
 
 

60％ 
 
 

一家団欒で食事をする回数を増やす 
63.6％                

（Ｈ24） 

80％                

 

＊１ 平成 23年 10月実施「食に関するアンケート」結果より 

＊２ 直売所「百菜」における給食センターへの島内産青果物、搬入割合 

＊３ 平成 23年度特定健診結果より 

 

【施策の概要】 

●基本的な生活習慣の確立 

○高齢者においては、幼少時代からの基本的生活習慣が成り立っており、島食材を上手に活 

用しながらバランスのよい食生活が身についています。長寿の要因となる食文化を継承しつ 

つ、町民が塩分控えめ等食習慣の改善が図られるよう取り組みます。 

・特定保健指導の徹底と、未利用者に対するフォロー支援を行います。 

・生活習慣病等食事指導として、病態別またはバランス良い食生活の実践に繋がる支援を行 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャレンジ教室(弁当ダイエット)の様子      男性料理教室の様子 
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Ⅳ．分野別構想  
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●環境整備 

・各年代別や、個人個人が抱える課題を改善するためには、食生活に関する情報の提供はもと 

より、町民が手軽に健康づくりに取り組むことができるような環境整備を、家庭、学校、地域、 

職域、食品関係団体、食生活改善推進連絡協議会等のボランティア団体が連携し、推進してい 

きます。 

・長寿を育んだ島の食文化と食材を健康プログラムとして提供できるよう、ダイエットアイラ 

ンド食プログラム事業を推進していきます。 

・本町の食育の拠点として直売所「百菜」との連携を強化し、ヘルシーな食の提供と、他の飲 

食店とも連携しながら本来あるべき長寿の島の食環境を取り戻していきます。 

 

●食育の推進 

・幼少期からの基本的な食習慣を身につけることが、将来における伊仙町の姿を反映すること 

から、子どもたちの食育を推進する必要があります。また、大人の意識づけを図る意味におい 

ても大変重要なポイントでもあります。 

・妊婦・乳幼児栄養指導の充実 

・各園小中学校食育講話を積極的に行います。 

・放課後わくわくクラブでの食育指導を継続し、幼少期からの食農教育を推進します。 

・伊仙町食育推進協議会事務局として、経済課と一緒に食育推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        弁当の日の取り組み 

 

 

 

 

食農体験活動の様子 
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     島野菜(長命草)の収穫       高校生ボランティアも協力しての調理実習 

 

 

 
島の総菜屋さんもプログラムに参加   個人個人の必要摂取量になるよう表示も 

 

 

食の文化祭の様子 

ダイエットアイランド食プログラム 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（４）障がい者支援  ① 障がい者支援１ 

【現状と課題】 

・障害者手帳・療育手帳の保持者は人口の 10％ですが、障がい者が健常者と変わらない生活を送 

るのは難しい状況です。 

・国において障がい者の地域生活の支援を目標としており地域生活の支援の拠点整備が求められ 

ています。 

・住民からは施設のバリアフリーや障がいに関する施策の情報の提供を求められています。 

・外出時に不安があるなどの意見があります。 

 

 

【基本方針】 

・国・県の計画に基づき、補助事業を取り入れながら障がい者の自立の支援を行います。 

・新規の施設建設については、障がい者のことを考慮した設計を担当課にお願いし、情報提供に 

ついては広報誌等を活用し、情報提供を行います。 

・障がい者が地域で生活しやすくなるような取組を促進します。 

・※成年後見制度の利用を促進します。 

 

※成年後見制度＝知的障害者・精神障害者・認知症の高齢者など，判断能力が十分でなく，自分自

身の権利を守ることができない成人の財産管理などを支援する制度。民法の一部改正など法整備に

より 2000年（平成 12）から実施。従来の禁治産者は成年被後見人，準禁治産者は被保佐人に改め

られ，被補助人と任意後見制度が新設された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大島地区障がい者ゲートボール大会 

（会場：伊仙町） 
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【目標】 

・障がい者が公共施設の利用や地域での生活において、不安がなく、安心して暮らせる社会作り 

を行うための情報提供や、ボランティアの育成を行います。 

・障がい者の自立共生の社会作りを行うため、就業支援のための情報提供を行います。 

・「障がい者へ偏見のない町づくり」のための情報発信に努めます。 

 

 

【施策の概要】 

・現在行っているサービス（重度心身障害者医療費の助成、補装具・日常生活用具の支給、その 

他障害福祉サービス）を継続し、障がい者への支援を行います。 

・広報誌により、サービスについての情報提供を行います。 

・新規の施設建設について、担当課へバリアフリーを盛り込んだ設計のお願いをします。 

・将来の判断力の低下を不安に思う障がい者のために、成年後見制度の活用の促進を図ります。 

 

 

集会場のバリアフリー化 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（４）障がい者支援  ② 障がい者支援２ 

【現状と課題】 

・障がい者に関連する制度改正が目まぐるしい近年。社会的入院の精神障がい者等を、地域で生活 

できるような体制を整備してきているが、地域の理解不足等が問題となり、慣れ親しんだ地域での 

生活がなかなか出来ない状態です。 

・障がい者の場合、個人の状態の程度にもよるが、精神状態などから高齢者における支援の倍か３ 

倍以上に相当する量の支援が必要です。 

・障がい者へのケアプランが必須となった状況において、ケアプラン専属職員のほかに、あらゆる 

障がい者への相談を対応できる体制を整備する必要があります。 

 

 

【基本方針】 

・障がい者の相談を一体的に受け付ける、「基幹相談支援センター」の設置に努めます。 

 

 

【目標】 

・伊仙町内における相談支援専門員を配置している事業所において、障がい者の相談等の窓口を設 

置します。 

・障がい者が抱えている問題を調査し、ニーズの把握を行います。 

 

 

【施策の概要】 

・早期に、相談支援専門員の常駐する基幹相談支援センターの設置が出来るよう努めていきます。 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（４）障がい者支援  ③ 障がい児・者 

【現状と課題】 

・伊仙町において旧県立農業高等学校を活用し、常設の大島養護学校分室の本格稼働を見据え、町 

内外、県内外からの利用に対応できるよう、学校の整備とともに、学校から帰宅し生活する場所と 

して、児童に対する入所施設の整備も必要になります。 

・国の政策として、障がい者の法定雇用率の引き上げや拡充が推進されているが、障がい者の働く 

場所が少ない事や障がい者の雇用に対する事業主の理解不足等の問題があります。 

 

 

【基本方針】 

・鹿児島県の動向を踏まえ、伊仙町に常設の大島養護学校分室の設置とともに、児童に対する入所 

施設を整備したいと考えています。 

・学校の卒業だけが目標ではなく、徳之島において卒業後自立し生活できるよう、就労などを含め、 

一貫性のある社会資源の開発も進めます。 

 

【目標】 

・障がい児入所施設の整備。 

・就学から就労まで一貫性のある社会資源の開発。 

（具体例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の概要】 

・障がい児入所施設の建設及び受入準備。 

・常設の大島養護学校分室が本格稼働に並行し、町外、県外の入所希望の障がい児が安心して生活

できる場所や体制を整備します。 

・就学から就労まで一貫性のある社会資源の開発。 

・一般企業を始め、障害者総合支援法に基づく、就労移行支援や就労継続支援を含め、あらゆる企

業体へ障がい者が働ける場所を開拓します。 

早期発見 

○乳幼児健診等 

けんｓ 

早期発達支援 

○保育園 

○幼稚園 

○障がい者総合支援法に基づく 

児童発達支援事業等 

特別支援教育 

○小学校・中学校・高校 

○障がい者総合支援法に基づく 

放課後等デイサービス事業等 

就労移行支援 

○障がい者就業・生活支援センター 

○ハローワーク 

○企業 

○障がい者総合支援法に基づく就労継続支援事業等 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（４）障がい者支援  ② 障がい者支援２ 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（５）地域福祉  ① 地域支援 

【現状と課題】 

・伊仙町は少子高齢化に伴い、単独世帯、高齢

者夫婦世帯が増加。加齢に伴い下肢筋力低下

や疾病が原因で要介護状態となり、要介護認

定率が増加しています。 

・認知症高齢者の増加も見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支える体制づくり

が課題となっています。 

 

【基本方針】 

・地域包括支援センターを中心に、医療・介護・福祉とサービス関係者が連携を図り、高齢者が住 

み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるような体制づくりに努め、地域包括ケア 

システムの構築を目指します。 

 

 

介護施設等を交えた検討会 

【目標】 

○地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助を行い、高 

齢者の保健医療の向上及び福祉の推進を包括的に推進し、地域包括ケアシステムを実現させます。 

・住民が自ら考える互助の地域づくりを目指します。 

・元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍できる機会を増やし、高齢者の生きがいづくり、 

介護予防に取り組みます。 

・在宅医療、介護の連携を図り、重度の病気や認知症になっても、住み慣れた地域で最後まで生 

活出来る地域づくりを目指します。 

・生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加促進、ボランティア活動で地域の活性化を図りま 

す。 
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地域でのサロン活動 

 

【施策の概要】 

《地域支援事業》 

・介護予防・日常生活支援総合事業 

・包括的支援事業(総合相談支援、権利擁護支援、包括的・継続的ケアマネジメント支援) 

・任意事業（家族介護支援事業、その他の事業） 

 

※ 介護保険制度改正にともない現行の地域支援事業に加え包括的支援事業に位置付けされた 

以下の事業の充実を図ります。 

 

・在宅医療・介護の連携の推進 

・認知症施策の推進 

・生活支援サービスの体制整備 

・地域ケア会議の充実 

 

 

地域づくり学習会 ～地域包括ケアの町を目指して～ 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（５）地域福祉  ② 小地域ネットワーク 

【現状と課題】 

・少子高齢化や核家族化により、地域力の低下が問題となってきています。特に鹿児島県は、独居 

世帯が他の都道府県より多い事が特徴であり、孤独死、孤立死は伊仙町においても、問題視されて 

います。 

 

 

【基本方針】 

・地域全体で支え合える共生・協働の社会を構築するため、小地域において、見守りや社会参加が 

できるネットワークをさらに推進します。 

 

 

【目標】 

・要配慮者に対して、見守りの強化。 

・社会参加の促進。 

・副民生委員の創設。 

 

 

【施策の概要】 

○要配慮者に対して、見守りの強化。 

・各関係機関と密に連携をとり、常に安否確認が取れるような個別のネットワークを確立します。 

○社会参加の促進。 

・日頃より社会参加を促し、要援護状態に陥らないよう、関係機関と連携し推進します。 

○副民生委員の創設 

・地域によって、200世帯を超える集落があるが、現状の民生委員１人では隅々まで目が届か 

ない状況であります。今後、民生委員の担い手不足の解消や補助として創設します。 
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Ⅳ．分野別構想 

５．保健福祉の推進 

（５）地域福祉  ③ ボランティア 

【現状と課題】 

・高齢者や障がい者など、一人では公共交通機関を利用することが困難な移動の制約者に対して、 

基本的にはタクシー等の公共交通機関が担い手となります。 

・タクシー等によっては介助、介護の面から十分な輸送サービスが提供されない場合もあります。 

・介護タクシーの事業者もあるが、金額がタクシー並みかそれ以上であり、大きな金銭的な負担と 

なっています。 

 

 

【基本方針】 

・公共の福祉を確保する観点から、ＮＰＯ等に対して自家用自動車による有償運送の例外許可を行 

い、福祉輸送サービスの確保を図ります。 

 

 

【目標】 

・福祉有償運送の導入。 

・有償ボランティアの育成。 

 

 

【施策の概要】 

○福祉有償運送運営協議会の設置。 

・福祉有償運送の骨格となる運営協議会を伊仙町において設置し、今後の運営について協議を行 

います。 

○有償ボランティアの育成。 

・国土交通省が定める福祉有償運送の運転者の要件をそなえるボランティアを育成します。恒久 

的な体制ができるように仕組みを整備します。 

○養成機関の確立又は既存の養成機関の調整、養成者の育成。 

 

 

● ボランティア育成スケジュール 

 平成 27年度 平成 29年度 平成 31年度 平成 33年度 平成 35年度 平成 37年度 

運営協議会 

 

ボランティア

育成 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（１）学校教育 ①学校教育計画 

【現状と課題】 

少子高齢化、核家族化が進み、教育における学校・家庭・地域の担う役割は大きくなっています。 

これからの教育行政は充実した人生を送ることができるように生涯学習推進体制を整備し、社会の

変化に対応する教育の拡充を図るため、教育諸条件の改善に努めなければなりません。 

 また、学校・家庭・地域の連携と協力のもと、幼児期からの心の教育の充実に努めるとともに、

基礎基本の確実な定着を図り、一人ひとりの個性を尊重しながら、自ら学び考える力などの『生き

る力』を備えた子どもの育成に努めなければなりません。 

 
学校訪問 

 

【基本方針】 

県教育行政の基本目標である『あしたをひらく心豊かでたくましい人づくり』を踏まえ、教育内

容の一層の充実、教職員の資質向上に対する施策、教育施設の設備を講じ、教育力のある環境づく

り(人的・物的環境)に努め生涯学習へ対応できる児童生徒を育成します。 

 

子ども議会 
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【目標】 

教育力のある環境づくり ～豊かな心・確かな学力・たくましい体～ 

 

 

【施策の概要】 

○調和のとれた児童生徒の育成 

 ・道徳教育の充実（心豊かな人間性の育成） 

 ・生徒指導の充実（未然防止，早期発見・早期解決） 

 ・保健、安全、体育の充実（自主的・実践的な健康維持増進） 

○基礎学力の定着と向上 

 ・学習指導の充実（「質の高い授業」づくり） 

 ・個に応じた指導の充実 

 ・キャリア教育の充実（自分らしい生き方を実現するための力の育成） 

○教職員の資質向上 

 ・服務規律の厳正確保（教職員の職責感・使命感の高揚） 

 ・教職員の研修の充実（課題を明確にして取り組む研修の充実） 

 ・特別支援教育の充実（個の実態に応じた指導） 

○特色ある学校経営 

 ・学校経営の充実（学校教育目標の重点化） 

 ・地域の特色を生かした活動の充実（地域の伝統・文化を生かした教育） 

 ・複式教育の充実（年間指導計画の工夫・改善） 

○特別支援教育の充実 

 ・特別支援教育を行うための体制の整備（教職員の意識の向上） 

 ・学校環境の充実（支援員及び設備の充実） 

 ・就学支援の充実（相談体制の充実） 

 

 

公開授業 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（１）学校教育 ①学校教育計画 

【現状と課題】 

少子高齢化、核家族化が進み、教育における学校・家庭・地域の担う役割は大きくなっています。 

これからの教育行政は充実した人生を送ることができるように生涯学習推進体制を整備し、社会の

変化に対応する教育の拡充を図るため、教育諸条件の改善に努めなければなりません。 

 また、学校・家庭・地域の連携と協力のもと、幼児期からの心の教育の充実に努めるとともに、

基礎基本の確実な定着を図り、一人ひとりの個性を尊重しながら、自ら学び考える力などの『生き

る力』を備えた子どもの育成に努めなければなりません。 

 
学校訪問 

 

【基本方針】 

県教育行政の基本目標である『あしたをひらく心豊かでたくましい人づくり』を踏まえ、教育内

容の一層の充実、教職員の資質向上に対する施策、教育施設の設備を講じ、教育力のある環境づく

り(人的・物的環境)に努め生涯学習へ対応できる児童生徒を育成します。 

 

子ども議会 

 

 

第５次伊仙町総合計画 

91 
 

【目標】 

教育力のある環境づくり ～豊かな心・確かな学力・たくましい体～ 

 

 

【施策の概要】 

○調和のとれた児童生徒の育成 

 ・道徳教育の充実（心豊かな人間性の育成） 

 ・生徒指導の充実（未然防止，早期発見・早期解決） 

 ・保健、安全、体育の充実（自主的・実践的な健康維持増進） 

○基礎学力の定着と向上 

 ・学習指導の充実（「質の高い授業」づくり） 

 ・個に応じた指導の充実 

 ・キャリア教育の充実（自分らしい生き方を実現するための力の育成） 

○教職員の資質向上 

 ・服務規律の厳正確保（教職員の職責感・使命感の高揚） 

 ・教職員の研修の充実（課題を明確にして取り組む研修の充実） 

 ・特別支援教育の充実（個の実態に応じた指導） 

○特色ある学校経営 

 ・学校経営の充実（学校教育目標の重点化） 

 ・地域の特色を生かした活動の充実（地域の伝統・文化を生かした教育） 

 ・複式教育の充実（年間指導計画の工夫・改善） 

○特別支援教育の充実 

 ・特別支援教育を行うための体制の整備（教職員の意識の向上） 

 ・学校環境の充実（支援員及び設備の充実） 

 ・就学支援の充実（相談体制の充実） 

 

 

公開授業 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（１）学校教育 ②学校の施設整備 

【現状と課題】 

本町の学校施設の整備状況は、小学校８校中４校、中学校３校中３校が改築されている。また新

建築基準法以前に建築されている建物で耐震診断を行った結果、鹿浦小学校校舎・伊仙中学校旧３

階建て校舎が基準値以下であり、早急な対策が必要であります。 

 各小中学校の体育館においては、小学校３校の改築は行われていますが、小学校５校・中学校２

校の整備が必要です。また幼稚園舎においては、老朽化により改築整備が必要であり、休園中の５

幼稚園の今後の方向性を決定しなければなりません。 

 教員宿舎についても老朽化した宿舎の改築・建て替えが必要です。 

 
犬田布中学校            面縄小学校の運動会 

【基本方針】 

 年次的に校舎・体育館の改築整備を進め、教育環境の改善を図ります。また、教員宿舎において

は、宿舎の改築・建て替え、民間住宅等を活用して、教職員の生活環境の改善を図り、町内居住を

推進します。 

 

【目標】 

学校教育施設等の改築整備をすすめ、児童生徒が安全に学校生活を送れるように努め、教育環境

を整備します。 

 
小学校パソコン教室         伊仙小学校校長住宅 
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【施策の概要】 

 未整備校舎の改築整備を推進し、老朽化した体育館・幼稚園舎は、大規模改造事業を進め、教育

環境の改善を図ります。 

 教職員宿舎の改築においては、年次的に整備し、教職員の生活環境の改善を図ります。 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（１）学校教育 ②学校の施設整備 

【現状と課題】 

本町の学校施設の整備状況は、小学校８校中４校、中学校３校中３校が改築されている。また新

建築基準法以前に建築されている建物で耐震診断を行った結果、鹿浦小学校校舎・伊仙中学校旧３

階建て校舎が基準値以下であり、早急な対策が必要であります。 

 各小中学校の体育館においては、小学校３校の改築は行われていますが、小学校５校・中学校２

校の整備が必要です。また幼稚園舎においては、老朽化により改築整備が必要であり、休園中の５

幼稚園の今後の方向性を決定しなければなりません。 

 教員宿舎についても老朽化した宿舎の改築・建て替えが必要です。 

 
犬田布中学校            面縄小学校の運動会 

【基本方針】 

 年次的に校舎・体育館の改築整備を進め、教育環境の改善を図ります。また、教員宿舎において

は、宿舎の改築・建て替え、民間住宅等を活用して、教職員の生活環境の改善を図り、町内居住を

推進します。 

 

【目標】 

学校教育施設等の改築整備をすすめ、児童生徒が安全に学校生活を送れるように努め、教育環境

を整備します。 

 
小学校パソコン教室         伊仙小学校校長住宅 
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【施策の概要】 

 未整備校舎の改築整備を推進し、老朽化した体育館・幼稚園舎は、大規模改造事業を進め、教育

環境の改善を図ります。 

 教職員宿舎の改築においては、年次的に整備し、教職員の生活環境の改善を図ります。 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（２）社会教育 ① 社会体育の振興 

【現状と課題】 

・町民の誰もが、それぞれの体力や年齢・技術・興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、い

つまでも安全にスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の現実に向けた環境の整備を推

進し、それぞれの関心や適性に応じて主体的・継続的にスポーツ・レクリェーション活動に親し

み、スポーツをとおして、支え合うことのできる活力ある社会づくりを目指しているところです。 

 

【基本方針】 

・あしたをひらく心豊かな人づくり、生涯学習の観点にたって人間性豊かでたくましく生きる町民

の育成と教育・文化・スポーツの振興を目指すとともに、地域の連帯性の醸成と自治意識の高揚を

図ります。 

また、町内におけるスポーツ活動の一層の振興を図り、町民の健康増進、体力の向上及び融和

を目指し、明るくたくましく豊かな郷土づくりに資する。 

 

【目標】 

・生涯スポーツ及び競技スポーツを推進し、児童生徒・町民の健康や体力の保持・推進を図る。 

また、体力向上への各種の取組を推進して、「町民の運動への意欲・実践力」を育てるとともに、

家庭や地域と連携して、心豊かでたくましい体をもった、町民・児童・生徒を育成します。 

 

【施策の概要】 

○スポーツ活動の促進 

・町民総参加のスポーツ・レクリェーションの推進（ニュースポーツ等） 

・町民が多く参加できる「町民体育祭」の推進（内容の精選） 

・町体育協会加盟団体の競技力向上と相互の連携強化 

・学校体育施設の積極的開放 

・だれでもできる軽スポーツの普及と啓発 

・スポーツ少年団活動の精選（文化活動と社会活動） 

・町体育施設を効果的に活用した生涯スポーツの普及 

 
伊仙町総合体育館 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

 （２）社会教育 ② 青少年教育 

【現状と課題】 

・全国的な少子高齢化社会で青少年の人口減少は本町も同様であるが，合計特殊出生率全国１位と

なった本町は，地域の子どもを地域で育てる環境や気風が今なお残っています。 

 青少年教育は，学校教育との連携はもちろんのこと，地域の良さである「自然」「文化」「人」と

接し，生きる力を育んでいます。 

 未来の伊仙町を担う青少年が，「伊仙町に生まれて良かった」「伊仙町に住みたい」と夢や希望

を持ち，地域を誇れるように，本町の良き教育的素材である「自然」「文化」「人」をふんだんに

活用した体験活動を通した青少年教育をさらに充実・発展させていく必要があります。 

 

【基本方針】 

・青少年の健全育成は，学校教育と連携し，地域と家庭及び行政が一体となった教育活動が必要不

可欠であります。そのため，社会教育行政では，青少年への実際の体験活動や学習活動はもちろん，

それを指導するＰＴＡを対象とした家庭の教育力向上を目指した学習活動。地域と連携した体験活

動の展開を推進するものとします。 

 

【目標】 

・青少年が成長する上で，その時にしかできない体験や学習を広く提供し，ふるさと「伊仙町」を

愛し，夢や希望をもって将来の伊仙町を担う青少年の育成を図ります。 

 

【施策の概要】 

○様々な体験活動と学習活動の提供及び指導者の育成。 

 ・いせん親子チャレンジ教室の実施（毎月１回）。 

 ・地域人材バンクの積極的活用。 

 ・ＰＴＡ活動の充実推進及び家庭の教育力向上を図ります。 

 ・他の地域との交流（青少年育成交流推進事業） 

 ・学習者の積極的活用を図ります。 

○各種団体との連携を図ります。 

 ・教職員の積極的活用と地域指導者の育成。 

 ・徳之島町・天城町との合同研修会の実施。 

 ・ＮＰＯ・子育てサークル等と連携した体験活動・学習活動の実施。 

 

 

 

 

 

 
いせん親子チャレンジ教室 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（２）社会教育 ① 社会体育の振興 

【現状と課題】 

・町民の誰もが、それぞれの体力や年齢・技術・興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、い

つまでも安全にスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の現実に向けた環境の整備を推

進し、それぞれの関心や適性に応じて主体的・継続的にスポーツ・レクリェーション活動に親し

み、スポーツをとおして、支え合うことのできる活力ある社会づくりを目指しているところです。 

 

【基本方針】 

・あしたをひらく心豊かな人づくり、生涯学習の観点にたって人間性豊かでたくましく生きる町民

の育成と教育・文化・スポーツの振興を目指すとともに、地域の連帯性の醸成と自治意識の高揚を

図ります。 

また、町内におけるスポーツ活動の一層の振興を図り、町民の健康増進、体力の向上及び融和

を目指し、明るくたくましく豊かな郷土づくりに資する。 

 

【目標】 

・生涯スポーツ及び競技スポーツを推進し、児童生徒・町民の健康や体力の保持・推進を図る。 

また、体力向上への各種の取組を推進して、「町民の運動への意欲・実践力」を育てるとともに、

家庭や地域と連携して、心豊かでたくましい体をもった、町民・児童・生徒を育成します。 

 

【施策の概要】 

○スポーツ活動の促進 

・町民総参加のスポーツ・レクリェーションの推進（ニュースポーツ等） 

・町民が多く参加できる「町民体育祭」の推進（内容の精選） 

・町体育協会加盟団体の競技力向上と相互の連携強化 

・学校体育施設の積極的開放 

・だれでもできる軽スポーツの普及と啓発 

・スポーツ少年団活動の精選（文化活動と社会活動） 

・町体育施設を効果的に活用した生涯スポーツの普及 

 
伊仙町総合体育館 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

 （２）社会教育 ② 青少年教育 

【現状と課題】 

・全国的な少子高齢化社会で青少年の人口減少は本町も同様であるが，合計特殊出生率全国１位と

なった本町は，地域の子どもを地域で育てる環境や気風が今なお残っています。 

 青少年教育は，学校教育との連携はもちろんのこと，地域の良さである「自然」「文化」「人」と

接し，生きる力を育んでいます。 

 未来の伊仙町を担う青少年が，「伊仙町に生まれて良かった」「伊仙町に住みたい」と夢や希望

を持ち，地域を誇れるように，本町の良き教育的素材である「自然」「文化」「人」をふんだんに

活用した体験活動を通した青少年教育をさらに充実・発展させていく必要があります。 

 

【基本方針】 

・青少年の健全育成は，学校教育と連携し，地域と家庭及び行政が一体となった教育活動が必要不

可欠であります。そのため，社会教育行政では，青少年への実際の体験活動や学習活動はもちろん，

それを指導するＰＴＡを対象とした家庭の教育力向上を目指した学習活動。地域と連携した体験活

動の展開を推進するものとします。 

 

【目標】 

・青少年が成長する上で，その時にしかできない体験や学習を広く提供し，ふるさと「伊仙町」を

愛し，夢や希望をもって将来の伊仙町を担う青少年の育成を図ります。 

 

【施策の概要】 

○様々な体験活動と学習活動の提供及び指導者の育成。 

 ・いせん親子チャレンジ教室の実施（毎月１回）。 

 ・地域人材バンクの積極的活用。 

 ・ＰＴＡ活動の充実推進及び家庭の教育力向上を図ります。 

 ・他の地域との交流（青少年育成交流推進事業） 

 ・学習者の積極的活用を図ります。 

○各種団体との連携を図ります。 

 ・教職員の積極的活用と地域指導者の育成。 

 ・徳之島町・天城町との合同研修会の実施。 

 ・ＮＰＯ・子育てサークル等と連携した体験活動・学習活動の実施。 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（２）社会教育 ③ 生涯学習 

【現状と課題】 

・「人は学んだこと，体験したことしかできない」と聞きます。町民が自己啓発に努め，生涯の各

時期における様々な課題に主体的に取り組めるよう，多様な学習機会の提供が必要です。 

 しかし，本町は施設や広報・予算等が不十分であることから，生涯学習の推進が十分図れていま

せん。 

 限られた予算の中で，地域や各種団体と連携し，町民一人一人に「学びの大切さ・楽しさ」を与

えることが必要であります。 

 

【基本方針】 

・生涯学習は学校の学習だけでなく，スポーツ活動，文化活動，レクリエーションやボランティア

活動等の中でも行われるものであり，いつでも，どこでも，だれでも学習できるよう，触れられる

よう町民のニーズを踏まえた学習機会の整備を推進します。 

 

【目標】 

・町民が将来にわたって，学び続ける環境づくりの為に，ニーズ調査を踏まえた生涯学習の場を提

供し，学びから生まれる活力や融和を築き，潤いのある町づくりを目指します。 

 

【施策の概要】 

○生涯学習の場の提供と学習環境整備 

 ・公民館講座の充実。 

 ・職員や指導者の資質向上を目指した研修の充実。 

 ・青少年を対象とした講座（親子チャレンジ教室等）。 

 ・ニーズ調査の実施と人材バンクの積極的活用。 

 ・家庭教育力向上を目指した研修の充実。 

○各種団体との連携を図る 

 ・文化協会との連携強化と活動周知。 

 ・社会教育団体等，各種団体（ＮＰＯ等）との連携を図る。 

 ・県民大学や学校と連携した学習の場の提供。 

 
平成２６年度の伊仙町文化祭 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（２）社会教育 ④ 環境教育 

【現状と課題】 

・地球規模で温暖化をはじめとして様々な環境問題が深刻化する中で、伊仙町を含む奄美群島にお

いてはその素晴らしい自然環境を国定公園から国立公園への昇格後に世界自然遺産登録を目指し

ているところです。このような注目の中、環境教育は推進しなければならない急務の政策の一つで

あります。 

 ・環境教育は学校教育においては総合的な学習の時間を活用して、また社会教育においては各種

体験学習や公民館学習において取り組まれているところであります。また、全町的な取り組みとし

ては、毎月第 3日曜日のクリーン作戦において路上や海岸等のゴミ拾いを実施する中で環境問題を

考える機会としています。ＮＰＯ法人等においても、自然観察会やゴミ除去運動等をとおして広く

環境美化、環境教育に取り組んでいます。 

 しかし、ゴミの不法投棄、希少野生動植物の採集や盗掘、海岸線のゴミ漂着物等の問題はまだ

解決するには至っていないのが現状です。 

 

【基本方針】 

・環境教育の推進にあたっては、学校教育とも連携を図りながら、環境や環境問題に対する興味・

関心を高めるような方策を講じます。 

・持続可能な社会、循環型社会を目指したまちづくりを目指して、人材育成を含めた諸政策を推進

します。 

 

【目標】 

・奄美群島における国定公園の国立公園昇格、その後の世界自然遺産登録が進められる現状を環境

教育の最大のチャンスと捉え、自然保護を図り、循環型社会、持続可能な社会を目指した環境教育

を推進します。 

 

【施策の概要】 

・学校教育との連携を図り、総合的な学習を活用した環境教育をさらに推進します。 

・歴史民俗資料館を拠点に自然・歴史・文化等について学習の場を提供するとともに、出前授業、

遺跡における現地説明会、講演会を実施して環境教育の一助とします。 

・公民館において環境教育に関する講座を開設します。 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（２）社会教育 ③ 生涯学習 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（２）社会教育 ④ 環境教育 

【現状と課題】 

・地球規模で温暖化をはじめとして様々な環境問題が深刻化する中で、伊仙町を含む奄美群島にお

いてはその素晴らしい自然環境を国定公園から国立公園への昇格後に世界自然遺産登録を目指し

ているところです。このような注目の中、環境教育は推進しなければならない急務の政策の一つで

あります。 

 ・環境教育は学校教育においては総合的な学習の時間を活用して、また社会教育においては各種
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ては、毎月第 3日曜日のクリーン作戦において路上や海岸等のゴミ拾いを実施する中で環境問題を

考える機会としています。ＮＰＯ法人等においても、自然観察会やゴミ除去運動等をとおして広く

環境美化、環境教育に取り組んでいます。 

 しかし、ゴミの不法投棄、希少野生動植物の採集や盗掘、海岸線のゴミ漂着物等の問題はまだ

解決するには至っていないのが現状です。 

 

【基本方針】 

・環境教育の推進にあたっては、学校教育とも連携を図りながら、環境や環境問題に対する興味・

関心を高めるような方策を講じます。 

・持続可能な社会、循環型社会を目指したまちづくりを目指して、人材育成を含めた諸政策を推進

します。 

 

【目標】 

・奄美群島における国定公園の国立公園昇格、その後の世界自然遺産登録が進められる現状を環境
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（２）社会教育 ⑤ 図書の充実 

【現状と課題】 

・図書室のリニューアルオープンから一定の期間が経過し、更に町民の意見を取り入れながら、今

後の図書室のあるべき姿を示していかなければなりません。 

近年、年齢を問わず、読書離れ・活字離れが懸念されているが、読書は、すべての学習活動の基

本であり、生きる力を身につける上で欠くことのできないものです。そのため、幼児期からの本と

の出会いを大切にし、読書を通して人生をより豊かなものとするため、あらゆる機会を通して読書

に親しむことを推進する必要があります。本町の利用率は、他の市町村の図書館の中では、極めて

低いため、更なる利用増を工夫していく必要があります。 

 

伊仙町中央公民館図書室 

 

【基本方針】 

・学校・家庭・地域等と連携し、子どもが読書に親しむための読書環境を提供するとともに、子ど

もの読書活動を支援します。 

・町民や図書室を取り巻く団体と連携し、町民と協働して図書室運営や活動の充実に努めます。 

・すべての町民に親しまれ、気軽に利用できる図書室を目指します。 

・図書業務に係る専門的資質の向上に努め、より豊かに、質の高いサービスの提供に努めます。 

 

【目標】 

・本を読む面白さ、楽しさを心に育み、高い知識力を持った児童生徒の育成および学力の向上を目

指します。 

・親子読書会などを行い、親子間の絆をよりいっそう深める手助けを行います。 

・町の児童、生徒たちに図書利用カードの作成・利用を促します。 

・巡回読み聞かせの推進と、ブックスタートの周知。 

・書籍購入費の確保による蔵書数の増加と利用の促進。 

・専門的な知識と能力を持った専門職員（司書）の配置を促進します。 
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○数値目標 

現在（平成２６年１２月末時点）の年間利用者数 １，１４０人 

目標（平成２７年）の年間利用者数       ２，０００人 

 

【施策の概要】 

・図書室の利用時間を延長し、町民の利用を促します。他の市町村との情報交換を密にして、今後

の取り組みを進めます。 

・母子手帳発行時、妊婦さんへの読み聞かせに関する情報提供、及び３、４ヶ月児を対象に行うブッ

クスタートをさらに充実させます。 

・学校、幼稚園、保育園、家庭、地域と連携し、子どもの感性や想像力が豊かに育まれるような読

書活動を推進します。 

・各学校への希望図書の宅配・団体貸出し・図書室見学会を充実させます。 

・新着図書案内などの情報提供を強化します。 

・図書室を利用することが難しい高齢者や体の不自由な方達への対応を検討します。 

・現在の図書室拡張が財政面でも難しい状況なので、東公民館の旧図書室等、空いたスペースを

有効活用する等、公民館運営審議会で検討し、町の図書収納拡充に努めます。 

・必要に応じ、公民館運営審議委員や利用者の意見を伺いながら、質の向上に努めます。 
 

 
 

 
町内保育園児への読み聞かせ 
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Ⅳ．分野別構想 

６．教育の充実 

（２）社会教育 ⑤ 図書の充実 
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Ⅳ．分野別構想 

７．共生・協働のまちづくり 

 （１）働く人材バンク 

【現状と課題】 

・伊仙町は、平成２１年に引き続き、２６年も合計特殊出生率全国第 1位となり、子宝のまちと

して認知されているが、町内に「働く場所」「住む場所」が不足していて、若い世代の人口流出が

多く、町内で安心して就労や子育てを出来るような環境づくりが求められています。 

 また、子宝のまちでありながら、町内保育園の保育士不足により待機児童が多かったり、預か

り保育が充分に出来ない等、他にも保育に関する課題は山積しています。 

これらの課題解決に向けて、まず保育士不足を解消するため、保育士有資格者の情報を集め町内

の各保育園に情報提供、紹介を行う「人材バンク」の設置を念頭に対応策を講じなければなりま

せん。 

・その他分野では、町内でも進んでいる高齢化に対応するため、介護士・ケアマネージャー等は

各施設に勤務していますが、今後更に高齢化が進むと、これらの福祉関係有資格者の求人が増え

ると予測されます。また、高齢化で懸念される医療関係の人材、特に看護師の不足も考えられま

す。これら高齢化の問題を解決するため、働く人材バンクを活用したいと考えます。 

・平成２９年度に予定されている「奄美・琉球」世界自然遺産登録の候補地に徳之島が含まれ、

登録実現に向け、島内の三町も官民連携した取組を進めていて、町民の関心も高まり自然保護の

ボランティア活動が盛んになっています。その輪を広げるためにもボランティアの希望者をこの

人材バンクに登録していき、自然保護活動はもちろん、その他の活動時にも有効活用し、町内の

ボランティア活動充実を図ります。 

・その一方、島の自然や文化等を伝えるエコツアーガイドが不足していて、三町役場を窓口とし

て参入を呼びかけているが、今のままでは世界自然遺産登録候補地として今後観光客が増えた場

合、対応が出来ない事態が想定されます。 

 エコツアーガイド育成の取組は、平成２４年設立の徳之島エコツアーガイド連絡協議会で進め

ているが、島内で自然や文化を伝える方自体が少ない。現在は協議会の人伝で情報を収集して会

員の参集に努めているものの、情報が不足していてなかなか会員が増えない状況であります。 

 この件についても人材バンクを設置し、協議会と情報交換を行いながらガイドになり得る人材

を紹介するシステムが構築出来れば、課題解決につながるものと思われます。 

 

【基本方針】 

＜協働の概念＞ 

近年、この協働の概念は日本の地方自治の分野で、まちづくりの取り組みに不可欠なものとして

唱えられている概念のひとつである。例えば、地域の課題解決に向けて、行政単独では解決できな

い問題がある場合、または市民だけでは解決できない問題などがある場合に、相互にお互いの不足

を補い合い、ともに協力して課題解決に向けた取り組みをする。または、協働した方がサービス供

給や行政運営上の効率が良いとされる場合に協働のまちづくりが推進される。（出展：Wikipedia） 

この概念に従い、保育士やその他分野の人材不足解消策を共生・協働の取組により行い、地域の

特性（子宝・自然環境）を活かした仕事（就業先）の紹介を促進する事で、魅力ある就業の機会を
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創出します。 

・保育士向け人材バンク制度を設立する事で、町での子育てに希望を持てる社会が形成されるよ

う環境を整備します。 

・地域の実情（徳之島の世界自然遺産登録に向けた自然環境保全と活用）に応じ、徳之島三町の

連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ります。 

 

【目標】 

●町内保育職員数 ＜（実績）と（目標）＞ 

 ※実績は、平成 26年度は、10月末現在。 

 平成 26年度

（実績） 

平成 31年度

（目標） 

町内就職の保育職員 53 60 

・目標達成に向け人材バンク制度を推進します。 

 

●その他、分野についても現況を鑑みて、適正な数値目標を設定し、目標達成に向け人材バンク制

度を推進します。 

 

【施策の概要】 

・伊仙町「働く」人材バンクと銘打ち、「ひと」を集める事で「しごと」につなげる、「しごと」を

増やして「ひと」を呼び込む好循環を確立し、この仕組みを支える「まち」の課題解決を図りさら

に活性化へとつなげます。 

・各種有資格者やボランティアも含め、町内企業・団体等の求人に応えるため、包括的に行政で仲

介する仕組みをこの人材バンクで構築したいと考えます。 
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Ⅳ．分野別構想 

７．共生・協働のまちづくり 

 （１）働く人材バンク 

【現状と課題】 

・伊仙町は、平成２１年に引き続き、２６年も合計特殊出生率全国第 1位となり、子宝のまちと

して認知されているが、町内に「働く場所」「住む場所」が不足していて、若い世代の人口流出が

多く、町内で安心して就労や子育てを出来るような環境づくりが求められています。 

 また、子宝のまちでありながら、町内保育園の保育士不足により待機児童が多かったり、預か

り保育が充分に出来ない等、他にも保育に関する課題は山積しています。 

これらの課題解決に向けて、まず保育士不足を解消するため、保育士有資格者の情報を集め町内

の各保育園に情報提供、紹介を行う「人材バンク」の設置を念頭に対応策を講じなければなりま

せん。 

・その他分野では、町内でも進んでいる高齢化に対応するため、介護士・ケアマネージャー等は

各施設に勤務していますが、今後更に高齢化が進むと、これらの福祉関係有資格者の求人が増え

ると予測されます。また、高齢化で懸念される医療関係の人材、特に看護師の不足も考えられま

す。これら高齢化の問題を解決するため、働く人材バンクを活用したいと考えます。 

・平成２９年度に予定されている「奄美・琉球」世界自然遺産登録の候補地に徳之島が含まれ、

登録実現に向け、島内の三町も官民連携した取組を進めていて、町民の関心も高まり自然保護の

ボランティア活動が盛んになっています。その輪を広げるためにもボランティアの希望者をこの

人材バンクに登録していき、自然保護活動はもちろん、その他の活動時にも有効活用し、町内の

ボランティア活動充実を図ります。 

・その一方、島の自然や文化等を伝えるエコツアーガイドが不足していて、三町役場を窓口とし

て参入を呼びかけているが、今のままでは世界自然遺産登録候補地として今後観光客が増えた場

合、対応が出来ない事態が想定されます。 

 エコツアーガイド育成の取組は、平成２４年設立の徳之島エコツアーガイド連絡協議会で進め

ているが、島内で自然や文化を伝える方自体が少ない。現在は協議会の人伝で情報を収集して会

員の参集に努めているものの、情報が不足していてなかなか会員が増えない状況であります。 

 この件についても人材バンクを設置し、協議会と情報交換を行いながらガイドになり得る人材

を紹介するシステムが構築出来れば、課題解決につながるものと思われます。 

 

【基本方針】 

＜協働の概念＞ 

近年、この協働の概念は日本の地方自治の分野で、まちづくりの取り組みに不可欠なものとして

唱えられている概念のひとつである。例えば、地域の課題解決に向けて、行政単独では解決できな

い問題がある場合、または市民だけでは解決できない問題などがある場合に、相互にお互いの不足

を補い合い、ともに協力して課題解決に向けた取り組みをする。または、協働した方がサービス供

給や行政運営上の効率が良いとされる場合に協働のまちづくりが推進される。（出展：Wikipedia） 

この概念に従い、保育士やその他分野の人材不足解消策を共生・協働の取組により行い、地域の

特性（子宝・自然環境）を活かした仕事（就業先）の紹介を促進する事で、魅力ある就業の機会を
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創出します。 

・保育士向け人材バンク制度を設立する事で、町での子育てに希望を持てる社会が形成されるよ

う環境を整備します。 

・地域の実情（徳之島の世界自然遺産登録に向けた自然環境保全と活用）に応じ、徳之島三町の

連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ります。 

 

【目標】 

●町内保育職員数 ＜（実績）と（目標）＞ 

 ※実績は、平成 26年度は、10月末現在。 

 平成 26年度

（実績） 

平成 31年度

（目標） 

町内就職の保育職員 53 60 

・目標達成に向け人材バンク制度を推進します。 

 

●その他、分野についても現況を鑑みて、適正な数値目標を設定し、目標達成に向け人材バンク制

度を推進します。 

 

【施策の概要】 

・伊仙町「働く」人材バンクと銘打ち、「ひと」を集める事で「しごと」につなげる、「しごと」を

増やして「ひと」を呼び込む好循環を確立し、この仕組みを支える「まち」の課題解決を図りさら

に活性化へとつなげます。 

・各種有資格者やボランティアも含め、町内企業・団体等の求人に応えるため、包括的に行政で仲

介する仕組みをこの人材バンクで構築したいと考えます。 
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Ⅳ．分野別構想 

７．共生・協働のまちづくり 

 （２）地域コミュニティ機能の強化（活力ある集落づくり） 

【現状と課題】 

・本町は２６集落（行政区）【平成２７年１月現在】あり、人口規模も大小様々で、特に市街地か

ら離れた集落においては過疎化が進み、商店・診療所等が不足して、歩いて動ける範囲に無いので、

買い物や通院に支障をきたす住民も多い状況です。 

・このような問題を解決するには、集落と行政の連携が不可欠ではあるが、基本的には集落の問題

は集落で解決していただきたいと考えます。集落だけで問題解決が困難な場合、行政も連携して解

決に努めます。 

・これまでは、集落ごとに座談会を行い、集落の問題（道路、水道等）を直接役場職員に伝え、問

題解決を図り、問題の対応や処理にどうしても時間がかかってしまう場合が多かったですが、集落

内での問題提起や協議に伴った計画づくりを集落民と「まちづくり協働隊」集落担当職員が一緒に

なり行う事で、集落自治を促すとともに集落と行政が一体となったスピーディーな解決が期待され

ます。 

・各集落で、廃止により放置されている施設（例、旧阿三保育園）が見受けられるので、施設の再

編・集約をどのように進めていくか。集落の過疎化等でこのような施設は、今後も増えていく。と

予想されますので、町としてどう対応していくか。が課題となります。 

 

旧阿三保育園跡地 

 

【基本方針】 

＜「小さな拠点」、「ふるさと集落生活圏」の定義＞ 

・小学校区など、複数の集落が集まる地域において、商店、診療所等の複数の生活サービスや地域

活動の場を歩いて動ける範囲に集めた、地域の拠点となる集落を「小さな拠点」と捉え、その周辺

の集落とをコミュニティバスなどで結んだ圏域。（ふるさと集落生活圏） 

（国土交通省・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進より一部抜粋） 

・「小さな拠点」（集落）の中で問題提起し、解決に向けた取組の計画を立てていただきます。その

協議や合意形成時に、行政の「まちづくり協働隊」担当職員が参加する形を取ります。 
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【目標】 

・小さな拠点に人々が集い、交流する機会を広げるよう、新しい集落地域の再生を図り、地域コミュ

ニティ機能の強化につなげる。（町内全域に行政的空白が無くなるように） 

（国土交通省・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進より一部抜粋） 

 

【施策の概要】 

・小学校区など、複数の集落が集まる地域において、商店、診療所等の複数の生活サービスや地域

活動の場を、歩いて動ける範囲に集めた、地域の拠点となる集落。 

（国土交通省・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進より一部抜粋） 

この再生を図る事こそが、町における地域コミュニティ機能の強化と考え、国の集落活性化推進事

業（『「小さな拠点」を核とする「ふるさと集落生活圏」形成推進事業』）の活用も視野に、各集落

での取組を進めます。 

○国土交通省・「小さな拠点」を核とする「ふるさと集落生活圏」形成推進事業 

・プラン（計画）づくり、社会実験は、「定額補助（上限３００万円/年、２年間を限度）で、プラ

ンづくりを通じた合意形成や住民・市町村の連携による移動確保等の実証検証を支援。」とあるの

で、各集落の問題提起に沿った形で、役場を通じて国に要望を出します。 

・施設の再編・集約について、既存公共施設を活用した公共サービス施設の再編・集約に係る改修

費、廃止施設の除去費を補助。（小さな拠点の形成に資する事業に限定して実施。）とあるので、ま

ずは各集落から該当する施設を挙げてもらうが、1/2 補助なので町の財政状況を勘案したうえで、

必要性の高い順に、役場を通じて国に要望を出します。 

※上記２つは、条件不利地域を対象。 

 

 
「小さな拠点」と「ふるさと集落生活圏」 

（国土交通省資料より抜粋） 

 

 



第５次伊仙町総合計画 

102 
 

Ⅳ．分野別構想 

７．共生・協働のまちづくり 

 （２）地域コミュニティ機能の強化（活力ある集落づくり） 

【現状と課題】 

・本町は２６集落（行政区）【平成２７年１月現在】あり、人口規模も大小様々で、特に市街地か

ら離れた集落においては過疎化が進み、商店・診療所等が不足して、歩いて動ける範囲に無いので、

買い物や通院に支障をきたす住民も多い状況です。 

・このような問題を解決するには、集落と行政の連携が不可欠ではあるが、基本的には集落の問題

は集落で解決していただきたいと考えます。集落だけで問題解決が困難な場合、行政も連携して解

決に努めます。 

・これまでは、集落ごとに座談会を行い、集落の問題（道路、水道等）を直接役場職員に伝え、問

題解決を図り、問題の対応や処理にどうしても時間がかかってしまう場合が多かったですが、集落

内での問題提起や協議に伴った計画づくりを集落民と「まちづくり協働隊」集落担当職員が一緒に

なり行う事で、集落自治を促すとともに集落と行政が一体となったスピーディーな解決が期待され

ます。 

・各集落で、廃止により放置されている施設（例、旧阿三保育園）が見受けられるので、施設の再

編・集約をどのように進めていくか。集落の過疎化等でこのような施設は、今後も増えていく。と

予想されますので、町としてどう対応していくか。が課題となります。 

 

旧阿三保育園跡地 

 

【基本方針】 

＜「小さな拠点」、「ふるさと集落生活圏」の定義＞ 

・小学校区など、複数の集落が集まる地域において、商店、診療所等の複数の生活サービスや地域

活動の場を歩いて動ける範囲に集めた、地域の拠点となる集落を「小さな拠点」と捉え、その周辺

の集落とをコミュニティバスなどで結んだ圏域。（ふるさと集落生活圏） 

（国土交通省・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進より一部抜粋） 

・「小さな拠点」（集落）の中で問題提起し、解決に向けた取組の計画を立てていただきます。その

協議や合意形成時に、行政の「まちづくり協働隊」担当職員が参加する形を取ります。 
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【目標】 

・小さな拠点に人々が集い、交流する機会を広げるよう、新しい集落地域の再生を図り、地域コミュ

ニティ機能の強化につなげる。（町内全域に行政的空白が無くなるように） 

（国土交通省・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進より一部抜粋） 

 

【施策の概要】 

・小学校区など、複数の集落が集まる地域において、商店、診療所等の複数の生活サービスや地域

活動の場を、歩いて動ける範囲に集めた、地域の拠点となる集落。 

（国土交通省・「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進より一部抜粋） 

この再生を図る事こそが、町における地域コミュニティ機能の強化と考え、国の集落活性化推進事

業（『「小さな拠点」を核とする「ふるさと集落生活圏」形成推進事業』）の活用も視野に、各集落

での取組を進めます。 

○国土交通省・「小さな拠点」を核とする「ふるさと集落生活圏」形成推進事業 

・プラン（計画）づくり、社会実験は、「定額補助（上限３００万円/年、２年間を限度）で、プラ

ンづくりを通じた合意形成や住民・市町村の連携による移動確保等の実証検証を支援。」とあるの

で、各集落の問題提起に沿った形で、役場を通じて国に要望を出します。 

・施設の再編・集約について、既存公共施設を活用した公共サービス施設の再編・集約に係る改修

費、廃止施設の除去費を補助。（小さな拠点の形成に資する事業に限定して実施。）とあるので、ま

ずは各集落から該当する施設を挙げてもらうが、1/2 補助なので町の財政状況を勘案したうえで、

必要性の高い順に、役場を通じて国に要望を出します。 

※上記２つは、条件不利地域を対象。 

 

 
「小さな拠点」と「ふるさと集落生活圏」 

（国土交通省資料より抜粋） 
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Ⅳ．分野別構想 

８．人権の尊重 

 （１）人権 

【現状と課題】 
・平成２５年に伊仙町人権教育・啓発基本計画書～共に創ろう輝く町～を策定しました。近年では

合計特殊出生率日本一に輝いた本町であります。人権教育とは、幼児から高齢者に至る幅広い層を

対象とするものであり、「法の下の平等」、「個人の尊厳」といった人権の普遍的な人々の心のあり

方に密接に関わる問題であることから、その自主性を尊重して、理解と精神を育むことが求められ

ています。 

・住民のニーズにあった人権教育・啓発の推進 

(あらゆる人権問題等に対する理解「相手を思いやる心」と人材育成に向けた研修の充実) 

・人権尊重の心を養うためのボランティア・体験活動等の充実 

 

【基本方針】 

・人権とは、人間の尊厳について、すべての人が生まれながらにして持っているかけがえのない権

利であり、人間が人間らしく生きていくために欠かすことの出来ない基本的権利です。 

 人権の尊重が世界共通の行動基準とされていることを踏まえ、学校・家庭・地域社会・企業・団

体などあらゆる場を通じて、全町民がその発達段階に応じて、人権尊重の理念に対する理解を深め、

これを会得することが出来るようにすること。 

              

【目標】 

 町民一人ひとりが人権の大切さを認識するとともに、恒久平和な世の中で豊かさを認識すること

で、日常生活の様々な場面において実践に結びつけることで「人権尊重の町」を構築します。 

 

【施策の概要】 

・人権擁護委員による「人権教育」の活動推進 

・町民の人権尊重に対する理解や意識の高揚 

・多様な学習機会の提供及び指導者の人材発掘及び育成 

・人権の尊重される共生社会の実現 

・町広報誌・防災無線の積極的な活用(人権相談・人権週間) 
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Ⅳ．分野別構想 

８．人権の尊重 

 （２）男女共同参画 

【現状と課題】 

・私たちには、「男性・女性」という固定的役割が、長年の役割分担意識を背景とした社会通念、

習慣やしきたりの中で生きてきたことにより、現在でも無意識のうちに日常生活の中で根強く残っ

ている。国や県の活動により、制度面において女性の地位はかなり整備されつつあるが、今後は男

女があらゆる分野で共生できる意識の改革が必要であります。 

個人の価値観や生活様式の多様化、社会構造の変化に応じ、男性の子育て参加や女性の活躍（登用）

を推進していくとともに、男女がともに主体的に参加し、活躍できる地域活動や職場環境の整備を

目指します。 

 

 

【基本方針】 

・男女が対等な社会の構成員として、あらゆる分野において個々の能力を発揮する社会環境の確保

を図ります。 

               

【目標】 

・住民全員が参加できる地域活動を支援します。 

・女性の政策・方針決定過程への参画を促進します。 

 

 

【施策の概要】  

○地域活動への取り組み 

・老若男女が参加する地域行事への参加・支援。 

・集落役員や自主防災組織等、あらゆる組織への女性委員の登用拡大を図ります。 

 

○職場環境への取り組み 

・行政自らが率先し、行政内部組織の業務に男女参画の視点を反映させます。 

・育児休暇が取得しやすい職場環境づくりを促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５次伊仙町総合計画 

104 
 

Ⅳ．分野別構想 
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Ⅳ．分野別構想 

９．行財税政計画 

 （１）行政計画 

【現状と課題】 

・本町はこれまで事務事業や組織・機構の見直し、行政の情報化、広域行政への対応、職員の資質

向上などの様々な課題の取り組み、住民のニーズに対応できる体制づくりに努めてきたが、今後は

社会情勢の変化や新たな国の施策等に柔軟に対応できる組織体制の構築を図る必要があります。 

 

【基本方針】 

・町民が主役のまちづくりを実現するため、「地域の活性化に主体的に取り組める人材の育成」を

図るとともに、高い資質を持つ職員を効果的に配置した新たな機構改革（課の統廃合等）を促進し、

町政発展を目指します。 

・これから１０年間の本総合計画実施にあたり、前・中・後期ごとに「評価・検証」を行う機関を

新たに設置し、町より委嘱する若干名の委員により計画の実効性についてチェックを行い、計画に

沿った適正な行政運営を図ります。 

 

【目標】 

○集落自治と地域活性化に貢献できる人材を育てます。 

○町民と行政が方向性を共有し、長期的な地域振興に貢献できる行政体制を構築します。 

 

【施策の概要】 

・人事評価制度の確立。 

予定表の作成とアンケート等により積極的な人事交流を推進します。 

 

・事業評価と時代を見越した機構改革。 

 事務事業評価シートをもとにして各業務の洗い直しを行い、時代に即した役場機構の再構築に取

り組みます。 

 

・集落の活性化 

 各集落の計画書等をもとにやる気のある集落への補助。 

 まちづくり協働隊の主体的な取組みを促進。 

 

・積極的な情報発信 

 町のホームページや SNSを利用して行政情報や町内行事の周知を図るともに、まちの魅力や文化

を発信。 
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伊 仙 町 行 政 組 織 図 （平成２７年１月１日現在）
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Ⅳ．分野別構想 

９．行財税政計画 

 （２）財政・税政計画 

【現状と課題】 

（財政） 

・町財政の現状は、歳入の多くを国や県、借入金に頼る財政基盤の脆弱な本町においては、歳入の

半分以上を地方交付税に依存しています。また、町民所得が県下最低ランクの本町の抱えている課

題としては、所得申告の適正化で、隠れ所得の絶滅を進めなければなりません。 

 このようなことから、町政を支える行財政基盤を立て直し、持続可能なものにするため、歳入、

歳出両面にわたって、徹底した行財政構造改革に取り組む必要があります。 

（税政） 

・税政に関する伊仙町の現状は、町民の納税意識の低さと自主納付・口座振替の低迷であります。 

平成 25年度の徴収率は次の通りであります。 

種 別 役場担当課 徴収率（%） 県計徴収率（％）  

（２４年度） 

町民税 税務課 95.21 98.4  

法人税 〃 87.56 99.7  

固定資産税 〃 92.58 97.8  

軽自動車税 〃 92.17 97.3  

たばこ税 〃 100.0  100.0  

国民健康保険税 〃 84.6  91.12 

県計徴収率と比較するとかなり低い状態であります。 

・これからの課題は、収納対策人員の確保・職員の資質の向上、そして滞納処分の強化であります。

最大の課題は、徴収率アップと自主財源の確保であります。 

 

【基本方針】 

（財政） 

・現在、国も地方も大変厳しい財政状況にあります。時代に合わなくなった事業を廃止し、時代が

求める事業を構築すること。 

 また、将来を見据えたうえで事業を厳選し重点的な投資を行うなど、時代を的確に捉えながら目

標を明確にし、財政健全化の取組を進めます。 

 これらのことから、町民ニーズや社会経済情勢の変化等を、見極め、事業の必要性・効果・優先

度の観点から抜本的な見直しを行い、町民にとって真に必要な行政サービスを最低のコストで提供

します。 

（税政） 

・自主納税と適正な所得申告を基本とし、職員のスキルアップを図り大部分の善良な納税者との公

平性を確保するためにも毅然とした対応（滞納処分）をすることにより、自主財源を確保していき

ます。 
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【目標】 

（財政） 

・伊仙町が真に自立し、将来に向かった財政基盤が安定的かつ、強固なものになることを目標とし

ます。 

（税政） 

・適正な所得申告 

・税に関する専門性の取得 

・法に則った滞納処分の実施 

・自主財源の確保（徴収率の向上） 

 

【施策の概要】 

（財政） 

・現状の「財政収支の見通し」で見込まれる財源不足の解消 

・財政の弾力性の改善 

・実現可能な町総合計画・実施計画の策定及び実施 

・持続可能な財政運営の確立 

（税政） 

・正確な所得の把握 

・研修等による職員のスキルアップ 

・滞納者への差押処分の確実な実施 

・職員の更なる努力 

 

＜町の財政状況＞                      （単位：千円） 

 

区 分 平成２０年度 平成２５年度

歳 入 総 額 Ａ 5,204,243 5,683,784

一 般 財 源 3,301,403 3,435,801

国 庫 支 出 金 542,265 731,410

都 道 府 県 支 出 金 245,047 486,089

地 方 債 866,966 662,009

そ の 他 248,562 368,475

歳 出 総 額 Ｂ 5,134,577 5,550,523

義 務 的 経 費 2,351,326 2,519,036

投 資 的 経 費 1,308,184 1,325,542

う ち 普 通 建 設 事 業 1,300,377 1,175,648

そ の 他 174,690 530,297

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 69,666 133,261

翌 年 度 繰 越 す べ き 財 源 Ｄ 2,015 21,094

実 質 収 支 Ｃ － Ｄ 67,651 112,167

財 政 力 指 数 0.13 0.11

経 常 収 支 比 率 91.5 89.7

実質公債費比率（３ヶ年平均） 15.4 13.4

将 来 負 担 率 163.8 138.7

地 方 債 現 在 高 8,402,391 8,491,546
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Ⅳ．分野別構想 

９．行財税政計画 

 （２）財政・税政計画 

【現状と課題】 

（財政） 

・町財政の現状は、歳入の多くを国や県、借入金に頼る財政基盤の脆弱な本町においては、歳入の

半分以上を地方交付税に依存しています。また、町民所得が県下最低ランクの本町の抱えている課

題としては、所得申告の適正化で、隠れ所得の絶滅を進めなければなりません。 

 このようなことから、町政を支える行財政基盤を立て直し、持続可能なものにするため、歳入、

歳出両面にわたって、徹底した行財政構造改革に取り組む必要があります。 

（税政） 

・税政に関する伊仙町の現状は、町民の納税意識の低さと自主納付・口座振替の低迷であります。 

平成 25年度の徴収率は次の通りであります。 

種 別 役場担当課 徴収率（%） 県計徴収率（％）  

（２４年度） 

町民税 税務課 95.21 98.4  

法人税 〃 87.56 99.7  

固定資産税 〃 92.58 97.8  

軽自動車税 〃 92.17 97.3  

たばこ税 〃 100.0  100.0  

国民健康保険税 〃 84.6  91.12 

県計徴収率と比較するとかなり低い状態であります。 

・これからの課題は、収納対策人員の確保・職員の資質の向上、そして滞納処分の強化であります。

最大の課題は、徴収率アップと自主財源の確保であります。 

 

【基本方針】 

（財政） 

・現在、国も地方も大変厳しい財政状況にあります。時代に合わなくなった事業を廃止し、時代が

求める事業を構築すること。 

 また、将来を見据えたうえで事業を厳選し重点的な投資を行うなど、時代を的確に捉えながら目

標を明確にし、財政健全化の取組を進めます。 

 これらのことから、町民ニーズや社会経済情勢の変化等を、見極め、事業の必要性・効果・優先

度の観点から抜本的な見直しを行い、町民にとって真に必要な行政サービスを最低のコストで提供

します。 

（税政） 

・自主納税と適正な所得申告を基本とし、職員のスキルアップを図り大部分の善良な納税者との公

平性を確保するためにも毅然とした対応（滞納処分）をすることにより、自主財源を確保していき

ます。 
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【目標】 

（財政） 

・伊仙町が真に自立し、将来に向かった財政基盤が安定的かつ、強固なものになることを目標とし

ます。 

（税政） 

・適正な所得申告 

・税に関する専門性の取得 

・法に則った滞納処分の実施 

・自主財源の確保（徴収率の向上） 

 

【施策の概要】 

（財政） 

・現状の「財政収支の見通し」で見込まれる財源不足の解消 

・財政の弾力性の改善 

・実現可能な町総合計画・実施計画の策定及び実施 

・持続可能な財政運営の確立 

（税政） 

・正確な所得の把握 

・研修等による職員のスキルアップ 

・滞納者への差押処分の確実な実施 

・職員の更なる努力 

 

＜町の財政状況＞                      （単位：千円） 

 

区 分 平成２０年度 平成２５年度

歳 入 総 額 Ａ 5,204,243 5,683,784

一 般 財 源 3,301,403 3,435,801

国 庫 支 出 金 542,265 731,410

都 道 府 県 支 出 金 245,047 486,089

地 方 債 866,966 662,009

そ の 他 248,562 368,475

歳 出 総 額 Ｂ 5,134,577 5,550,523

義 務 的 経 費 2,351,326 2,519,036

投 資 的 経 費 1,308,184 1,325,542

う ち 普 通 建 設 事 業 1,300,377 1,175,648

そ の 他 174,690 530,297

歳入歳出差引額Ｃ（Ａ－Ｂ） 69,666 133,261

翌 年 度 繰 越 す べ き 財 源 Ｄ 2,015 21,094

実 質 収 支 Ｃ － Ｄ 67,651 112,167

財 政 力 指 数 0.13 0.11

経 常 収 支 比 率 91.5 89.7

実質公債費比率（３ヶ年平均） 15.4 13.4

将 来 負 担 率 163.8 138.7

地 方 債 現 在 高 8,402,391 8,491,546
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Ⅳ．分野別構想 

１０．広域行政の推進 

 （１）徳之島三町の連携（広域連合） 

【現状と課題】 

・クリーンセンターにおいては、平成１５年度から運用を開始しており、最終処分場に関して計画

埋立年数の予定となる１５年目を間もなく迎えるため、現況の処分場について、今後も使用が可能

であるか検証を行い、対策を講じていきます。ゴミ処理施設においては、耐用年数及び施設の現況

を分析し、今後も現在の設備で稼働が可能であるのか検討を行い、必要な対策を講じていき、新た

な基本計画の策定を行っていきます。また、世界自然遺産登録の機運が徳之島においても高まって

きており、不法投棄の問題や家庭ゴミの分別徹底など、現在抱えている課題についても徳之島三町

と連携して取り組んでいく必要があります。また、徳之島食肉センターにおいては、食肉の安定供

給を行うための中核施設として、整備事業導入後は順調に稼働を続けていますが、今後も施設にお

けると殺頭数を更に向上させ、地産地消の取り組みに寄与する施設として、住民への認知度を高め

ていく必要があります。火葬場においては、現在、火葬炉が３基稼働していますが、大規模な修繕

等が発生しないよう、定期的な整備点検を行っていき、今後も既存施設で十分な運営が行っていけ

るよう適正管理に努めていきます。 

 

クリーンセンター 

 

【基本方針】 

・クリーンセンターの最終処分場については、計画埋立年数の予定となる１５年目を平成３０年度

に迎えるため、今後も引き続き処理が可能なのか十分な検証を行い、必要な対策を講じていきます。

また、既存施設の適正管理については、維持管理に係るコスト軽減に取り組むことや、施設が地域

に果たす役割を再度明確に示し、地域住民の理解を得ることが益々必要となっています。特に、ク

リーンセンターにおいては、ゴミの分別徹底による修繕等のコスト軽減、徳之島食肉センターにお

いては、地産地消の取り組みの一環として、施設におけると殺頭数の増加を目指すなど、住民の理

解度を高めていくことで、施設の適切な維持管理及び運営につながるよう、広報活動等を積極的に

行っていきます。 
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【目標】 

住環境をはじめ経済・文化活動等あらゆる分野において、隣接町と重複するような行政効果のあ

る事務事業はないか、コスト面、住民サービスでよりよい効果が期待できる事業はないか。検討を

行い、各町の特性、地域の持つ豊かな自然や個性的な文化等を生かした広域的な事務組合の機能を

充実させ、住民のニーズに的確に対応した広域行政の新たな展開を推進していきます。 

 

【施策の概要】 

徳之島愛ランド広域連合管轄施設の運営 

・クリーンセンター 

・火葬場 

・徳之島食肉センター 

 

 

火 葬 場 

 

 

徳之島食肉センター 
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Ⅳ．分野別構想 

１０．広域行政の推進 

 （１）徳之島三町の連携（広域連合） 

【現状と課題】 

・クリーンセンターにおいては、平成１５年度から運用を開始しており、最終処分場に関して計画

埋立年数の予定となる１５年目を間もなく迎えるため、現況の処分場について、今後も使用が可能

であるか検証を行い、対策を講じていきます。ゴミ処理施設においては、耐用年数及び施設の現況

を分析し、今後も現在の設備で稼働が可能であるのか検討を行い、必要な対策を講じていき、新た

な基本計画の策定を行っていきます。また、世界自然遺産登録の機運が徳之島においても高まって

きており、不法投棄の問題や家庭ゴミの分別徹底など、現在抱えている課題についても徳之島三町

と連携して取り組んでいく必要があります。また、徳之島食肉センターにおいては、食肉の安定供

給を行うための中核施設として、整備事業導入後は順調に稼働を続けていますが、今後も施設にお

けると殺頭数を更に向上させ、地産地消の取り組みに寄与する施設として、住民への認知度を高め

ていく必要があります。火葬場においては、現在、火葬炉が３基稼働していますが、大規模な修繕

等が発生しないよう、定期的な整備点検を行っていき、今後も既存施設で十分な運営が行っていけ

るよう適正管理に努めていきます。 

 

クリーンセンター 

 

【基本方針】 

・クリーンセンターの最終処分場については、計画埋立年数の予定となる１５年目を平成３０年度

に迎えるため、今後も引き続き処理が可能なのか十分な検証を行い、必要な対策を講じていきます。

また、既存施設の適正管理については、維持管理に係るコスト軽減に取り組むことや、施設が地域

に果たす役割を再度明確に示し、地域住民の理解を得ることが益々必要となっています。特に、ク

リーンセンターにおいては、ゴミの分別徹底による修繕等のコスト軽減、徳之島食肉センターにお

いては、地産地消の取り組みの一環として、施設におけると殺頭数の増加を目指すなど、住民の理

解度を高めていくことで、施設の適切な維持管理及び運営につながるよう、広報活動等を積極的に

行っていきます。 
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【目標】 

住環境をはじめ経済・文化活動等あらゆる分野において、隣接町と重複するような行政効果のあ

る事務事業はないか、コスト面、住民サービスでよりよい効果が期待できる事業はないか。検討を

行い、各町の特性、地域の持つ豊かな自然や個性的な文化等を生かした広域的な事務組合の機能を

充実させ、住民のニーズに的確に対応した広域行政の新たな展開を推進していきます。 

 

【施策の概要】 

徳之島愛ランド広域連合管轄施設の運営 

・クリーンセンター 

・火葬場 

・徳之島食肉センター 

 

 

火 葬 場 

 

 

徳之島食肉センター 
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Ⅳ．分野別構想 

１０．広域行政の推進 

 （２）奄美群島広域事務組合との連携 

【現状と課題】 

・奄美群島は、奄美群島振興開発特別措置法（以下、奄振法）により、交通基盤や農業基盤など各

種インフラ整備で一定の成果を上げてきているとともに、奄美群島の自立に向けた本格的な取り組

みが見られるところであります。 

しかしながら一方では、高い流通コストや台風常襲地帯など外海離島としての地理的な不利性に加

え、安全・安心に暮らせるための生活環境・定住条件の本土との格差、総人口及び若年人口の減少

並びに高齢化の進行による各種産業の担い手不足、天候不良や病害虫による農作物被害、入込観光

客数の低迷、情報通信基盤の格差、各種産業不振による雇用機会の縮小等の課題が恒常化し、地域

経済の閉塞感が蔓延している状況となっています。 

とりわけ各島々が自立経済を目指すにあたっては、雇用の確保、所得機会の拡大、外貨獲得等と

併せて、所得の島外漏出を可能な限り抑えるしくみを作る必要があり、そのためには産業を振興さ

せ、地産地消を推進することで自給率を高め、所得の群島内歩留りを上げなければなりません。 

今後はこれら各種課題を戦略的に解決し、自立に向けた本格的な取り組みをより加速させるために

も、地元 12 市町村が、奄美群島振興開発特別措置法（以下「奄振法」という）に基づく国の基本

方針や県の振興開発計画に今まで以上に主体的に関わるとともに、奄美群島一体となった施策の展

開を行い、奄美群島の振興開発のための成長を自発的に推進する必要性があります。 

以上のことを踏まえ、奄美群島１２市町村は平成２５年２月に「奄美群島成長戦略ビジョン」（以

下、ビジョン）を策定し、奄美群島の１０年後の将来像実現に向けて各種施策に取り組んでいると

ころであります。 

 
奄美群島成長戦略ビジョン 

【基本方針】 

・ビジョンにおいては、雇用創出のための重点産業として「農業」「観光/交流」「情報」の振興を

図りながら、他地域との差別化を図るための生かすべき奄美群島の強みとしての「文化」と、奄美

群島の新たな産業振興や地域づくりをけん引するための人材確保に向けた「定住」の２分野につい

ても積極的に活用・推進することにより、産業の活性化を図っていくことを基本的な方針として、
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定めるところであります。 

奄美群島において、産業活性化を推進するため、４つの柱（①人材の確保・育成、教育）、（②奄

美群島の魅力の発揮）、（③共生・協働の推進、交流・連携の強化）、（④市場の拡大（ヒト・モノ・

カネ・情報））を有機的に連携させて推進する必要があるが、各島においては現在の状況や特に重

点的に推進すべき施策等の違いの観点から、それぞれに戦略を定め、各島の個性ある産業振興を推

進し、奄美群島の多様性を発揮していく必要がある。そのため、ビジョンにおいては、奄美群島が

一体となった戦略の基本方策に加えて各島の戦略も定めます。 

これらの方針に基づき、奄美群島広域事務組合が各市町村計画と連動して事業を推進し、各分野

実施計画のローリングを併せて行います。 

               

【目標】 

◎奄美群島成長戦略ビジョン前期計画「徳之島の基本計画」に基づきます。 

○徳之島の独自指標 

・雇用（就業者数）設定目標 

指標 単位 平成 26年度

（直近値） 

平成 30年度

（計画期間目標） 

平成 35年度

（ビジョン期間長期目標） 

就業者数 目標 人 11,039 11,000 11,200 

・１人当たり所得水準設定目標 

指標 単位 平成 26年度

（直近値） 

平成 30年度

（計画期間目標） 

平成 35年度

（ビジョン期間長期目標） 

１人当たり所得 目標 千円 2,027 2,107 2,156 

・人口設定目標 

指標 単位 平成 26年度

（直近値） 

平成 30年度

（計画期間目標） 

平成 35年度

（ビジョン期間長期目標） 

総人口 目標 千人 25.6 24.3 23.9 

推計人口 23.3 21.8 

 

・群島内の６次産業化や世界自然遺産登録に向けた取組及び「ぐーんと奄美」「奄美群島エコツー

リズム協議会」「奄美群島ＵＩＯターン協議会」等、設立各団体が設定する目標に基づきます。 

 

【施策の概要】 

・平成２６年に改正された奄振法には、地域が自らの責任のもと主体的に施策を実行するための交

付金制度をはじめとする新たな産業振興施策が盛り込まれ、ビジョン実現のために制度や支援の充

実が図られました。 

今後、地元市町村がこれら新たな制度・支援等を有効に活用した施策を推進し、群島が一体となっ

てビジョンの実現をより着実なものとすることが重要であり、本町の計画も奄美群島成長戦略ビ

ジョンと整合性を図りながら推進します。 

・「奄美群島成長戦略ビジョン」の関連施策を各市町村と共に推進します。 

奄美群島広域事務組合と奄美群島１２市町村が連携して、広域的に取り組まなければならない施策

については、町としても協力します。 

・町の施策で、特に奄美群島共通の取組やその他、町独自の取組でも単独では課題解決が困難な場

合、奄美群島成長戦略推進交付金等を活用して奄美群島広域事務組合とも連携した取組を行います。 
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Ⅳ．分野別構想 

１０．広域行政の推進 

 （２）奄美群島広域事務組合との連携 

【現状と課題】 

・奄美群島は、奄美群島振興開発特別措置法（以下、奄振法）により、交通基盤や農業基盤など各

種インフラ整備で一定の成果を上げてきているとともに、奄美群島の自立に向けた本格的な取り組

みが見られるところであります。 

しかしながら一方では、高い流通コストや台風常襲地帯など外海離島としての地理的な不利性に加

え、安全・安心に暮らせるための生活環境・定住条件の本土との格差、総人口及び若年人口の減少

並びに高齢化の進行による各種産業の担い手不足、天候不良や病害虫による農作物被害、入込観光

客数の低迷、情報通信基盤の格差、各種産業不振による雇用機会の縮小等の課題が恒常化し、地域

経済の閉塞感が蔓延している状況となっています。 

とりわけ各島々が自立経済を目指すにあたっては、雇用の確保、所得機会の拡大、外貨獲得等と

併せて、所得の島外漏出を可能な限り抑えるしくみを作る必要があり、そのためには産業を振興さ

せ、地産地消を推進することで自給率を高め、所得の群島内歩留りを上げなければなりません。 

今後はこれら各種課題を戦略的に解決し、自立に向けた本格的な取り組みをより加速させるために

も、地元 12 市町村が、奄美群島振興開発特別措置法（以下「奄振法」という）に基づく国の基本

方針や県の振興開発計画に今まで以上に主体的に関わるとともに、奄美群島一体となった施策の展

開を行い、奄美群島の振興開発のための成長を自発的に推進する必要性があります。 

以上のことを踏まえ、奄美群島１２市町村は平成２５年２月に「奄美群島成長戦略ビジョン」（以

下、ビジョン）を策定し、奄美群島の１０年後の将来像実現に向けて各種施策に取り組んでいると

ころであります。 

 
奄美群島成長戦略ビジョン 

【基本方針】 

・ビジョンにおいては、雇用創出のための重点産業として「農業」「観光/交流」「情報」の振興を

図りながら、他地域との差別化を図るための生かすべき奄美群島の強みとしての「文化」と、奄美

群島の新たな産業振興や地域づくりをけん引するための人材確保に向けた「定住」の２分野につい

ても積極的に活用・推進することにより、産業の活性化を図っていくことを基本的な方針として、
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定めるところであります。 

奄美群島において、産業活性化を推進するため、４つの柱（①人材の確保・育成、教育）、（②奄

美群島の魅力の発揮）、（③共生・協働の推進、交流・連携の強化）、（④市場の拡大（ヒト・モノ・

カネ・情報））を有機的に連携させて推進する必要があるが、各島においては現在の状況や特に重

点的に推進すべき施策等の違いの観点から、それぞれに戦略を定め、各島の個性ある産業振興を推

進し、奄美群島の多様性を発揮していく必要がある。そのため、ビジョンにおいては、奄美群島が

一体となった戦略の基本方策に加えて各島の戦略も定めます。 

これらの方針に基づき、奄美群島広域事務組合が各市町村計画と連動して事業を推進し、各分野

実施計画のローリングを併せて行います。 

               

【目標】 

◎奄美群島成長戦略ビジョン前期計画「徳之島の基本計画」に基づきます。 

○徳之島の独自指標 

・雇用（就業者数）設定目標 

指標 単位 平成 26年度

（直近値） 

平成 30年度

（計画期間目標） 

平成 35年度

（ビジョン期間長期目標） 

就業者数 目標 人 11,039 11,000 11,200 

・１人当たり所得水準設定目標 

指標 単位 平成 26年度

（直近値） 

平成 30年度

（計画期間目標） 

平成 35年度

（ビジョン期間長期目標） 

１人当たり所得 目標 千円 2,027 2,107 2,156 

・人口設定目標 

指標 単位 平成 26年度

（直近値） 

平成 30年度

（計画期間目標） 

平成 35年度

（ビジョン期間長期目標） 

総人口 目標 千人 25.6 24.3 23.9 

推計人口 23.3 21.8 

 

・群島内の６次産業化や世界自然遺産登録に向けた取組及び「ぐーんと奄美」「奄美群島エコツー

リズム協議会」「奄美群島ＵＩＯターン協議会」等、設立各団体が設定する目標に基づきます。 

 

【施策の概要】 

・平成２６年に改正された奄振法には、地域が自らの責任のもと主体的に施策を実行するための交

付金制度をはじめとする新たな産業振興施策が盛り込まれ、ビジョン実現のために制度や支援の充

実が図られました。 

今後、地元市町村がこれら新たな制度・支援等を有効に活用した施策を推進し、群島が一体となっ

てビジョンの実現をより着実なものとすることが重要であり、本町の計画も奄美群島成長戦略ビ

ジョンと整合性を図りながら推進します。 

・「奄美群島成長戦略ビジョン」の関連施策を各市町村と共に推進します。 

奄美群島広域事務組合と奄美群島１２市町村が連携して、広域的に取り組まなければならない施策

については、町としても協力します。 

・町の施策で、特に奄美群島共通の取組やその他、町独自の取組でも単独では課題解決が困難な場

合、奄美群島成長戦略推進交付金等を活用して奄美群島広域事務組合とも連携した取組を行います。 



伊仙町第５次総合計画前中期実施計画策定作成様式 ※前中期計画
前期計画（Ｈ27～29年度）

中期計画（Ｈ30～33年度）

1 敬老祝い金 祝い金 町 負担金 扶助費 30,100 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

2 家族介護継続支援事業
在宅介護を行っている
家族への介護用品の助
成

町 負担金 扶助費
46人×4千円×
12ヶ月＝2,208千
円

15,456 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208

3
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ運営補助
事業

高齢者の生きがいづく
りの推進

町 関連事業 補助金 5,200 2,600 2,600

4 子育て支援事業 出産祝い金 町 負担金 扶助費 49,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

5 乳幼児医療費助成事業
乳幼児に係る医療費の
助成

町 負担金 扶助費 29,400 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

6 ひとり親医療費助成事業
ひとり親家庭に係る医
療費の助成

町 負担金 扶助費 14,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

7
分娩及び産科医確保支援
事業

町 負担金 扶助費 42,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

8 ふるさと留学
ＩＵターン者向けにふ
るさと留学を推進する

町 ｿﾌﾄ
地方創
生交付
金

7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

9
結婚・縁結び促進　独身
男女婚活イベント事業

独身男女の婚活イベン
トを開催

町 ｿﾌﾄ
地方創
生交付
金

1,000 1,000

10
企業誘致促進整備対策事
業

企業誘致のため、町内
に貸工場を建設

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 456,000 456,000

11 公営住宅 定住促進住宅 町 ﾊｰﾄﾞ 375,000 15,000 115,000 15,000 115,000 115,000

12
空き家（店舗）利用促進
事業

定住者受入に必要な住
宅改修費に対する補助

町
ソフ
ト

地方創
生交付
金

50万円×1軒×5
年

2,500 500 500 500 500 500

13
過疎地域等自立活性化推
進事業

過疎集落の活性化 町 ｿﾌﾄ 国補助
１０００万円上
限で全額補助

70,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

14 国立公園遊歩道整備事業 国立公園内の整備 国 関連事業 国補助
国（環境省）
１００％補助

82,900 82,900

15 新観光地整備事業 新たな観光地開発整備 奄振交付金 ﾊｰﾄﾞ 国・県補助

「世界自然遺産
登録」の場合
に、新観光地と
なりそうな箇所
の整備

211,100 105,550 105,550

16 ガイド育成事業
徳之島の自然・文化・
歴史を案内できるガイ
ド育成事業

町 ｿﾌﾄ

歴史民俗資料館
とフィールド
ミュージアムと
しての島内の自
然歴史文化観光
地を結ぶ人材育
成

4,000 2,000 2,000

17 町内遺跡確認調査事業 町 ｿﾌﾄ 過疎ソフト債 49,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

18
環境と調和した農業推進
事業（心土・肥培・堆肥投
入）

営農集
団

県補助 16,100 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

19
さとうきび優良種苗供給確
保事業

町 12,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

20 認定農業者支援対策事業 町 1,800 300 300 300 300 300 300

21
バレイショ一次加工施設
事業

バレイショの一次加工
を行うための施設整備
計画を立てる

町 ﾊｰﾄﾞ 520,000 20,000 500,000

22 優良素牛保留事業 町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

42,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

23 農業創出支援事業
奄美農業の生産基盤を
強化するための取組

奄振交付金 ｿﾌﾄ
営農技術の普
及、定着のため
の営農指導等

660 660

24 農業創出支援事業
条件整備事業
共同利用機械整備

奄振交付金 ﾊｰﾄﾞ
町内３生産組合
が対象

22,380 22,380

25
農林水産物輸送コスト支
援事業

奄振交付金 ｿﾌﾄ
過疎ソ
フト債

875,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

26
伊仙町観光マップ作成事
業

町独自の観光マップを
作成し、観光客向けに
配布する

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

400 400

27
伊仙町特定通訳案内士特
区実現事業

町への外国人観光客に
対応する通訳案内士を
育成し、活動できる特
区を申請・実現させる

奄振交付金
ソフ
ト

奄振非公共 1,000 1,000

28
集落案内標識・看板設置
事業

各集落への道標となる
案内標識や集落の看板
を設置する

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

東部・中部・西
部均等に３年か
け設置

900 300 300 300

29
観光交流推進事業（イベ
ント委託）

公募し選定した民間団
体が企画・開催するイ
ベントに対する補助

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

夏まつりの補助
分をこの事業費
に回す。

3,000 1,000 1,000 1,000

30
観光交流推進事業（町ビ
ジターセンター整備）

既存の公共施設（ほー
らい館、なくさみ館
等）にビジターセン
ターを設置する

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

ビジターセン
ター設置に必要
な備品等の購入
費に充てる。

1,000 1,000

31
地方公共交通特別対策事
業

町
ソフ
ト

過疎ソフト債 65,800 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400

32
航路航空路運賃軽減等事
業

奄振交付金
ソフ
ト

過疎ソフト債 152,915 21,845 21,845 21,845 21,845 21,845 21,845 21,845

33
プレミアム付商品券発行
補助

町
ソフ
ト

過疎ソフト債 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

34
徳之島地区トライアスロ
ン大会補助

町
ソフ
ト

過疎ソフト債 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

35
防災情報通信基盤整備事
業

FM放送も視野に、無線
で防災等の情報が通信
できる基盤を整備

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

60,000 60,000

36 WiFi環境整備事業
公共機関でWiFiが使え
る環境を整備

奄振交付金 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 60,000 60,000

37
地域情報通信基盤整備維
持管理事業

主に、光ケーブルを送
信する電線の修理費用

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

86,800 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

38
地域情報通信基盤整備
（光伝送路）維持管理事
業

光ケーブルを送信する
電線の修理等

奄振交付金 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 135,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

39
ご当地マスコット作成・
PR事業

町のマスコットを公
募・選定し、町外に情
報発信する

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

平成29年に町制
55周年を迎え、
世界自然遺産登
録が予定されて
いるため

1,000 1,000

40 西犬田布地区 町 ﾊｰﾄﾞ 14,000 14,000

41 仲里納原地区 町 ﾊｰﾄﾞ 5,000 5,000

No. 区　分 区分 支出区分事業名（施設名） 事業概要 主体
H33

備考
事業費（千円）

計 H27 H28 H29 H30 H31 H32

農業・
第６次
産業振
興プロ
ジェク
ト

人口増
加・定
住促進

長寿の
まちづ
くり

子宝の
まちづ
くり

生活排水処理施設

観光/
交流・
情報発
信

世界自
然遺産
及び歴
史・文
化を活
かした
まちづ
くり

交通体
系の整
備
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伊仙町第５次総合計画前中期実施計画策定作成様式 ※前中期計画
前期計画（Ｈ27～29年度）

中期計画（Ｈ30～33年度）

No. 区　分 区分 支出区分事業名（施設名） 事業概要 主体
H33

備考
事業費（千円）

計 H27 H28 H29 H30 H31 H32

42 佐弁地区 町 ﾊｰﾄﾞ 6,000 6,000

43 西朝戸具地区 町 ﾊｰﾄﾞ 14,000 14,000

44 上面縄地区 町 ﾊｰﾄﾞ 6,000 6,000

45 耳付地区 町 ﾊｰﾄﾞ 8,000 8,000

46 西千茶名地区 町 ﾊｰﾄﾞ 10,000 10,000

47
フンデア線
L=300ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

48
喜念白井線
Ｌ＝300ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

49
コースケ線
L=400ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 8,000 8,000

50
西目手久喜念線
Ｌ＝600ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 13,000 7,000 6,000

51
東千茶名線
Ｌ＝600ｍ　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 13,000 7,000 6,000

52
西目手久中央線
Ｌ＝160ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 4,000 4,000

53
西目手久下原線
L=200ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 4,000 4,000

54
面縄中山線
Ｌ＝200ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 4,000 4,000

55
タンヨウ原松線
Ｌ＝600ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 7,000 7,000

56
美屋元線
Ｌ＝200ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 4,000 4,000

57
古里西伊仙線
Ｌ＝500ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 12,000 7,000 5,000

58
モトクラ線
Ｌ＝３00ｍ　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

59
鹿浦線
Ｌ＝１00ｍ　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 2,000 2,000

60
竿地木之地線
Ｌ＝400ｍ    Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 9,000 9,000

61
コースク線
Ｌ＝600ｍ    Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 7,000 7,000

62
明岸線
Ｌ＝600ｍ　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 13,000 7,000 6,000

63
下岬線
Ｌ＝４00ｍ　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 9,000 9,000

64
上晴河地線
L=３00ｍ　　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

65
ミノハナ線
L=500ｍ　　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

66
マコ平平石線
Ｌ＝300ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

67
佐久間板割線
Ｌ＝300ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

68
上成線
Ｌ＝３00ｍ　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

69
コウジミヤモト線
Ｌ＝１00ｍ　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 2,000 2,000

70
中伊仙線
Ｌ＝300ｍ　　Ｗ＝ 10ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 45,000 15,000 15,000 15,000

71
イチャンディ横線
Ｌ＝１２0ｍ　　Ｗ＝４ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 2,500 2,500

72
仙寿の里横線
Ｌ＝１５７ｍ　　Ｗ＝４ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 3,500 3,500

73
西伊仙東線
Ｌ＝１１０ｍ　 Ｗ＝２ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 1,500 1,500

74
上当原線
Ｌ＝600ｍ　　Ｗ＝４ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

75 第二鹿浦大橋 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 91,000 91,000

76
伊仙馬根線
L=450m　W=10m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 220,000 60,000 80,000 40,000 40,000

77
第２西下線
L=300m　W=7m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 10,000 10,000

78
糸木名犬田布線
L=500m　W=7m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 170,000 50,000 50,000 70,000

79
阿権馬根線
L=600m　W=７m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 240,000 40,000 40,000 60,000 60,000 40,000

80
喜念白井線外４路線
L=3,500m　W=4m 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 90,000 50,000 40,000

81
阿三中山線
L=1,800m　W=7m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

82
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）上晴地区

区画整理：８２ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 32,250 32,250

83
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）小島河地地区

区画整理：９８ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 53,750 53,750

84
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）第一面縄１期地区

区画整理：４０ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 22,575 22,575

85
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）第一面縄２期地区

区画整理：２２ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 10,750 10,750

86
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）第二面縄１期地区

区画整理：４５ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 547,400 320,250 227,150

87
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）第二面縄２期地区

区画整理：４８ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 947,200 320,250 320,000 306,950

88
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）喜念地区

区画整理：６３ha
畑かん：１２７ha 県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,268,550 85,850 556,000 520,000 478,600 210,000 210,000 208,100

89
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）崎原地区

区画整理：20.9ha
畑かん：149.3ha 県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,547,550 107,250 525,000 420,000 420,000 367,500 367,500 340,300

90
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）糸木名地区

区画整理：115.4ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,284,500 210,000 210,000 420,000 420,000 525,000 499,500

91
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）東部地区

畑かん：２３０ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,682,200 220,500 430,500 525,000 735,000 771,200

生活排水処理施設

交通体
系の整
備

市町村道路

農業基
盤の整
備
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伊仙町第５次総合計画前中期実施計画策定作成様式 ※前中期計画
前期計画（Ｈ27～29年度）

中期計画（Ｈ30～33年度）

1 敬老祝い金 祝い金 町 負担金 扶助費 30,100 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

2 家族介護継続支援事業
在宅介護を行っている
家族への介護用品の助
成

町 負担金 扶助費
46人×4千円×
12ヶ月＝2,208千
円

15,456 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208

3
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ運営補助
事業

高齢者の生きがいづく
りの推進

町 関連事業 補助金 5,200 2,600 2,600

4 子育て支援事業 出産祝い金 町 負担金 扶助費 49,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

5 乳幼児医療費助成事業
乳幼児に係る医療費の
助成

町 負担金 扶助費 29,400 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

6 ひとり親医療費助成事業
ひとり親家庭に係る医
療費の助成

町 負担金 扶助費 14,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

7
分娩及び産科医確保支援
事業

町 負担金 扶助費 42,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

8 ふるさと留学
ＩＵターン者向けにふ
るさと留学を推進する

町 ｿﾌﾄ
地方創
生交付
金

7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

9
結婚・縁結び促進　独身
男女婚活イベント事業

独身男女の婚活イベン
トを開催

町 ｿﾌﾄ
地方創
生交付
金

1,000 1,000

10
企業誘致促進整備対策事
業

企業誘致のため、町内
に貸工場を建設

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 456,000 456,000

11 公営住宅 定住促進住宅 町 ﾊｰﾄﾞ 375,000 15,000 115,000 15,000 115,000 115,000

12
空き家（店舗）利用促進
事業

定住者受入に必要な住
宅改修費に対する補助

町
ソフ
ト

地方創
生交付
金

50万円×1軒×5
年

2,500 500 500 500 500 500

13
過疎地域等自立活性化推
進事業

過疎集落の活性化 町 ｿﾌﾄ 国補助
１０００万円上
限で全額補助

70,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

14 国立公園遊歩道整備事業 国立公園内の整備 国 関連事業 国補助
国（環境省）
１００％補助

82,900 82,900

15 新観光地整備事業 新たな観光地開発整備 奄振交付金 ﾊｰﾄﾞ 国・県補助

「世界自然遺産
登録」の場合
に、新観光地と
なりそうな箇所
の整備

211,100 105,550 105,550

16 ガイド育成事業
徳之島の自然・文化・
歴史を案内できるガイ
ド育成事業

町 ｿﾌﾄ

歴史民俗資料館
とフィールド
ミュージアムと
しての島内の自
然歴史文化観光
地を結ぶ人材育
成

4,000 2,000 2,000

17 町内遺跡確認調査事業 町 ｿﾌﾄ 過疎ソフト債 49,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

18
環境と調和した農業推進
事業（心土・肥培・堆肥投
入）

営農集
団

県補助 16,100 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

19
さとうきび優良種苗供給確
保事業

町 12,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

20 認定農業者支援対策事業 町 1,800 300 300 300 300 300 300

21
バレイショ一次加工施設
事業

バレイショの一次加工
を行うための施設整備
計画を立てる

町 ﾊｰﾄﾞ 520,000 20,000 500,000

22 優良素牛保留事業 町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

42,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

23 農業創出支援事業
奄美農業の生産基盤を
強化するための取組

奄振交付金 ｿﾌﾄ
営農技術の普
及、定着のため
の営農指導等

660 660

24 農業創出支援事業
条件整備事業
共同利用機械整備

奄振交付金 ﾊｰﾄﾞ
町内３生産組合
が対象

22,380 22,380

25
農林水産物輸送コスト支
援事業

奄振交付金 ｿﾌﾄ
過疎ソ
フト債

875,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

26
伊仙町観光マップ作成事
業

町独自の観光マップを
作成し、観光客向けに
配布する

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

400 400

27
伊仙町特定通訳案内士特
区実現事業

町への外国人観光客に
対応する通訳案内士を
育成し、活動できる特
区を申請・実現させる

奄振交付金
ソフ
ト

奄振非公共 1,000 1,000

28
集落案内標識・看板設置
事業

各集落への道標となる
案内標識や集落の看板
を設置する

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

東部・中部・西
部均等に３年か
け設置

900 300 300 300

29
観光交流推進事業（イベ
ント委託）

公募し選定した民間団
体が企画・開催するイ
ベントに対する補助

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

夏まつりの補助
分をこの事業費
に回す。

3,000 1,000 1,000 1,000

30
観光交流推進事業（町ビ
ジターセンター整備）

既存の公共施設（ほー
らい館、なくさみ館
等）にビジターセン
ターを設置する

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

ビジターセン
ター設置に必要
な備品等の購入
費に充てる。

1,000 1,000

31
地方公共交通特別対策事
業

町
ソフ
ト

過疎ソフト債 65,800 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400

32
航路航空路運賃軽減等事
業

奄振交付金
ソフ
ト

過疎ソフト債 152,915 21,845 21,845 21,845 21,845 21,845 21,845 21,845

33
プレミアム付商品券発行
補助

町
ソフ
ト

過疎ソフト債 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

34
徳之島地区トライアスロ
ン大会補助

町
ソフ
ト

過疎ソフト債 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

35
防災情報通信基盤整備事
業

FM放送も視野に、無線
で防災等の情報が通信
できる基盤を整備

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

60,000 60,000

36 WiFi環境整備事業
公共機関でWiFiが使え
る環境を整備

奄振交付金 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 60,000 60,000

37
地域情報通信基盤整備維
持管理事業

主に、光ケーブルを送
信する電線の修理費用

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

86,800 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

38
地域情報通信基盤整備
（光伝送路）維持管理事
業

光ケーブルを送信する
電線の修理等

奄振交付金 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 135,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

39
ご当地マスコット作成・
PR事業

町のマスコットを公
募・選定し、町外に情
報発信する

町
ソフ
ト

過疎ソ
フト債

平成29年に町制
55周年を迎え、
世界自然遺産登
録が予定されて
いるため

1,000 1,000

40 西犬田布地区 町 ﾊｰﾄﾞ 14,000 14,000

41 仲里納原地区 町 ﾊｰﾄﾞ 5,000 5,000

No. 区　分 区分 支出区分事業名（施設名） 事業概要 主体
H33

備考
事業費（千円）

計 H27 H28 H29 H30 H31 H32

農業・
第６次
産業振
興プロ
ジェク
ト

人口増
加・定
住促進

長寿の
まちづ
くり

子宝の
まちづ
くり

生活排水処理施設

観光/
交流・
情報発
信

世界自
然遺産
及び歴
史・文
化を活
かした
まちづ
くり

交通体
系の整
備
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伊仙町第５次総合計画前中期実施計画策定作成様式 ※前中期計画
前期計画（Ｈ27～29年度）

中期計画（Ｈ30～33年度）

No. 区　分 区分 支出区分事業名（施設名） 事業概要 主体
H33

備考
事業費（千円）

計 H27 H28 H29 H30 H31 H32

42 佐弁地区 町 ﾊｰﾄﾞ 6,000 6,000

43 西朝戸具地区 町 ﾊｰﾄﾞ 14,000 14,000

44 上面縄地区 町 ﾊｰﾄﾞ 6,000 6,000

45 耳付地区 町 ﾊｰﾄﾞ 8,000 8,000

46 西千茶名地区 町 ﾊｰﾄﾞ 10,000 10,000

47
フンデア線
L=300ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

48
喜念白井線
Ｌ＝300ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

49
コースケ線
L=400ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 8,000 8,000

50
西目手久喜念線
Ｌ＝600ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 13,000 7,000 6,000

51
東千茶名線
Ｌ＝600ｍ　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 13,000 7,000 6,000

52
西目手久中央線
Ｌ＝160ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 4,000 4,000

53
西目手久下原線
L=200ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 4,000 4,000

54
面縄中山線
Ｌ＝200ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 4,000 4,000

55
タンヨウ原松線
Ｌ＝600ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 7,000 7,000

56
美屋元線
Ｌ＝200ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 4,000 4,000

57
古里西伊仙線
Ｌ＝500ｍ　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 12,000 7,000 5,000

58
モトクラ線
Ｌ＝３00ｍ　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

59
鹿浦線
Ｌ＝１00ｍ　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 2,000 2,000

60
竿地木之地線
Ｌ＝400ｍ    Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 9,000 9,000

61
コースク線
Ｌ＝600ｍ    Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 7,000 7,000

62
明岸線
Ｌ＝600ｍ　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 13,000 7,000 6,000

63
下岬線
Ｌ＝４00ｍ　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 9,000 9,000

64
上晴河地線
L=３00ｍ　　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

65
ミノハナ線
L=500ｍ　　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

66
マコ平平石線
Ｌ＝300ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

67
佐久間板割線
Ｌ＝300ｍ　　Ｗ＝4ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

68
上成線
Ｌ＝３00ｍ　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

69
コウジミヤモト線
Ｌ＝１00ｍ　　Ｗ＝4ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 2,000 2,000

70
中伊仙線
Ｌ＝300ｍ　　Ｗ＝ 10ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 45,000 15,000 15,000 15,000

71
イチャンディ横線
Ｌ＝１２0ｍ　　Ｗ＝４ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 2,500 2,500

72
仙寿の里横線
Ｌ＝１５７ｍ　　Ｗ＝４ｍ 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 3,500 3,500

73
西伊仙東線
Ｌ＝１１０ｍ　 Ｗ＝２ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 1,500 1,500

74
上当原線
Ｌ＝600ｍ　　Ｗ＝４ｍ

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 6,000 6,000

75 第二鹿浦大橋 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 91,000 91,000

76
伊仙馬根線
L=450m　W=10m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 220,000 60,000 80,000 40,000 40,000

77
第２西下線
L=300m　W=7m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 10,000 10,000

78
糸木名犬田布線
L=500m　W=7m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 170,000 50,000 50,000 70,000

79
阿権馬根線
L=600m　W=７m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 240,000 40,000 40,000 60,000 60,000 40,000

80
喜念白井線外４路線
L=3,500m　W=4m 町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 90,000 50,000 40,000

81
阿三中山線
L=1,800m　W=7m

町 ﾊｰﾄﾞ 過疎債 300,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

82
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）上晴地区

区画整理：８２ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 32,250 32,250

83
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）小島河地地区

区画整理：９８ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 53,750 53,750

84
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）第一面縄１期地区

区画整理：４０ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 22,575 22,575

85
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）第一面縄２期地区

区画整理：２２ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 10,750 10,750

86
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）第二面縄１期地区

区画整理：４５ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 547,400 320,250 227,150

87
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）第二面縄２期地区

区画整理：４８ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 947,200 320,250 320,000 306,950

88
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）喜念地区

区画整理：６３ha
畑かん：１２７ha 県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,268,550 85,850 556,000 520,000 478,600 210,000 210,000 208,100

89
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）崎原地区

区画整理：20.9ha
畑かん：149.3ha 県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,547,550 107,250 525,000 420,000 420,000 367,500 367,500 340,300

90
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）糸木名地区

区画整理：115.4ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,284,500 210,000 210,000 420,000 420,000 525,000 499,500

91
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）東部地区

畑かん：２３０ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,682,200 220,500 430,500 525,000 735,000 771,200

生活排水処理施設

交通体
系の整
備

市町村道路

農業基
盤の整
備

115114 115



伊仙町第５次総合計画前中期実施計画策定作成様式 ※前中期計画
前期計画（Ｈ27～29年度）

中期計画（Ｈ30～33年度）

No. 区　分 区分 支出区分事業名（施設名） 事業概要 主体
H33

備考
事業費（千円）

計 H27 H28 H29 H30 H31 H32

92
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）木之香阿権地区

畑かん：133.4ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 1,422,790 107,250 290,000 284,000 250,000 200,000 200,000 91,540

93
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）西部地区

畑かん：１８１ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,079,000 210,000 420,000 483,000 483,000 483,000

94
基幹水利施設ストックマ
ネージメント事業（第一
伊仙中部地区）

基幹水利施設更新
受益面積：２２０ha

県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 105,000 45,000 26,000 14,000 10,000 10,000

95
農村地域整備交付金防災
ため池工事

ため池改修 県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 50,000 20,000 30,000

96 地籍調査事業 調査面積１．９６k㎡ 町
ソフ
ト

84,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

97 生活基盤近代化事業 老朽管布設替 国 関連事業 国庫補助
国1/2辺地1/4簡
債1/4

340,000 100,000 240,000

98 生活基盤近代化事業 増補改良（浄水施設） 国 関連事業 国庫補助
国1/2辺地1/4簡
債1/4

340,000 240,000 100,000

99 水道水源開発施設整備費 水源の開発整備 町 関連事業
国庫補
助

国1/3 100,000 50,000 50,000

100 高度浄水施設等整備費 高度浄水施設費 町 関連事業
国庫補
助

国1/3 150,000 50,000 50,000 50,000

101 老朽管更新事業 老朽管布設替 町 関連事業 単独 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

102 ハブ買上事業 町 負担金 県補助 42,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

103 合併浄化槽設置補助事業 町 負担金
国・県
補助

148,400 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

104
障がい者自立支援給付等
事業

障害介護給付費・補装
具費等

町 負担金 扶助費 1,120,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

105
障がい者自立支援事業総
合対策事業

障害者デイサービス事
業他

町 負担金 扶助費 21,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

106
障がい者自立支援医療給
付事業

医療費等 町 負担金 扶助費 105,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

107 地域生活支援事業
移動支援・日常生活用
具等

町 負担金 扶助費 56,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

108
心身障害児(者)施設入所
訪問旅費一部補助事業

旅費一部助成 町 負担金 扶助費 3,500 500 500 500 500 500 500 500

109
重度心身障害者医療費助
成事業

重度心身障害者に係る
医療費の助成

町 負担金 扶助費 126,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

110 食の自立支援事業 配食サービス 町 負担金 委託料
1,200食×12ヶ月
×900円＝12,960
千円

90,720 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960

111 学校建設事業 教育施設の環境整備 町
補助
事業

義務教
育債

673,000 45,000 318,500 309,500

112 屋外教育環境整備 教育施設の環境整備 町
補助
事業

義務教
育債

40,000 40,000

113 教職員住宅整備事業 教職員の住宅環境整備 町
補助
事業

辺地債 249,400 60,800 57,800 60,800 70,000

114 幼稚園預かり保育事業
町立３幼稚園の時間外
預かり

町 過疎ソフト債 27,720 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960

115 教育環境改善事業
町立小中学校の備品購
入

町 15,000 5,000 5,000 5,000

116
図書の
充実

町図書施設の図書購入 町 3,500 500 500 500 500 500 500 500

117
働く人材バンク制度設置
事業

共生・協働の問題解決
のため、働く人材バン
ク制度を設置する

町
ソフ
ト

地方創
生交付
金

500 500

118
「小さな拠点」を核とす
る「ふるさと集落生活
圏」形成推進事業

プラン（計画）づく
り、社会実験

集落
ソフ
ト

地方創
生交付
金

定額補助（上限
３００万円/年、
２年間を限度）
で、プランづく
りを通じた合意
形成や住民・市
町村の連携によ
る移動確保等の
実証検証を支援

18,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

119
「小さな拠点」を核とす
る「ふるさと集落生活
圏」形成推進事業

施設の再編・集約 集落
ハー
ド

地方創
生交付
金

既存公共施設を
活用した公共
サービス施設の
再編・集約に係
る改修費、廃止
施設の除去費を
1/2補助。（小さ
な拠点の形成に
資する事業に限
定して実施。）

6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

120

奄美群
島広域
事務組
合との
連携

奄美群島成長戦略ビジョ
ン実現事業

町
ソフ
ト

過疎ソフト債 23,149 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307

23,748,815 2,636,855 3,443,070 3,530,330 3,446,280 3,309,980 3,766,430 3,615,870

共生・
協働の
まちづ
くり

教育の
充実

農業基
盤の整
備

保健福
祉の推
進

生活環
境の整
備と充
実
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「第５次伊仙町総合計画」作成のための自由意見 
住所（集落） 目手久 
性  別 女性 
年  代 ７０代 

 
題  名 

（タイトル） 
箱物を作らない 
牛、馬鈴薯等にも納税の義務化を 

意  見 
（１００字以内） 

 
 
 

 ここ数年間多くの箱物が作られています。 
 これらが収入を生み出しているでしょうか？ 
 これからは今、あるものの中でいかに金を生み出すかの、知恵を出して

いくべきか考える。 
 正しい申告で納税の周知を徹底する。 

 
 
住所（集落） 犬田布 
性  別 女性 
年  代 ６０代 

 
題  名 

（タイトル） 
百年後も私の子孫が農業が出来ることを目的に 

意  見 
（１００字以内） 

 

 土を汚さない農法、有機肥料・無農薬栽培で出来る作物で生計を立てら

れること。自然を壊さない農業を見つけることが、世界遺産にもつながる

と思います。１００年後・・・１０００年後も作物が育つようにしません

か。 

 
 
住所（集落） 犬田布 
性  別 男性 
年  代 ７０代 

 
題  名 

（タイトル） 
人口増と税収増対策 

意  見 
（１００字以内） 

 

①保育所と幼稚園を合併し、それぞれの制度は維持、併用する。 
②出産前後の有給休暇を定着するよう会社等にも強力に働きかける。 
③②の期間中給与（減額）は、会社等に町が一部補助する。 
④職場に復帰後は原則として元の職務に戻れるようにする。 
⑤今の子育て支援策は廃止し、子ども一人一人に毎月１万円を支給、第 1
子の５万円だけは祝金として残す。 
※このシステム実現には病院の産科の充実が前提となる。 
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伊仙町第５次総合計画前中期実施計画策定作成様式 ※前中期計画
前期計画（Ｈ27～29年度）

中期計画（Ｈ30～33年度）

No. 区　分 区分 支出区分事業名（施設名） 事業概要 主体
H33

備考
事業費（千円）

計 H27 H28 H29 H30 H31 H32

92
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）木之香阿権地区

畑かん：133.4ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 1,422,790 107,250 290,000 284,000 250,000 200,000 200,000 91,540

93
農業競争力強化基盤整備
事業（畑総担い手育成
型）西部地区

畑かん：１８１ha
県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 2,079,000 210,000 420,000 483,000 483,000 483,000

94
基幹水利施設ストックマ
ネージメント事業（第一
伊仙中部地区）

基幹水利施設更新
受益面積：２２０ha

県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 105,000 45,000 26,000 14,000 10,000 10,000

95
農村地域整備交付金防災
ため池工事

ため池改修 県 ﾊｰﾄﾞ 奄振非公共 50,000 20,000 30,000

96 地籍調査事業 調査面積１．９６k㎡ 町
ソフ
ト

84,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

97 生活基盤近代化事業 老朽管布設替 国 関連事業 国庫補助
国1/2辺地1/4簡
債1/4

340,000 100,000 240,000

98 生活基盤近代化事業 増補改良（浄水施設） 国 関連事業 国庫補助
国1/2辺地1/4簡
債1/4

340,000 240,000 100,000

99 水道水源開発施設整備費 水源の開発整備 町 関連事業
国庫補
助

国1/3 100,000 50,000 50,000

100 高度浄水施設等整備費 高度浄水施設費 町 関連事業
国庫補
助

国1/3 150,000 50,000 50,000 50,000

101 老朽管更新事業 老朽管布設替 町 関連事業 単独 25,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

102 ハブ買上事業 町 負担金 県補助 42,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

103 合併浄化槽設置補助事業 町 負担金
国・県
補助

148,400 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

104
障がい者自立支援給付等
事業

障害介護給付費・補装
具費等

町 負担金 扶助費 1,120,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

105
障がい者自立支援事業総
合対策事業

障害者デイサービス事
業他

町 負担金 扶助費 21,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

106
障がい者自立支援医療給
付事業

医療費等 町 負担金 扶助費 105,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

107 地域生活支援事業
移動支援・日常生活用
具等

町 負担金 扶助費 56,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

108
心身障害児(者)施設入所
訪問旅費一部補助事業

旅費一部助成 町 負担金 扶助費 3,500 500 500 500 500 500 500 500

109
重度心身障害者医療費助
成事業

重度心身障害者に係る
医療費の助成

町 負担金 扶助費 126,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

110 食の自立支援事業 配食サービス 町 負担金 委託料
1,200食×12ヶ月
×900円＝12,960
千円

90,720 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960

111 学校建設事業 教育施設の環境整備 町
補助
事業

義務教
育債

673,000 45,000 318,500 309,500

112 屋外教育環境整備 教育施設の環境整備 町
補助
事業

義務教
育債

40,000 40,000

113 教職員住宅整備事業 教職員の住宅環境整備 町
補助
事業

辺地債 249,400 60,800 57,800 60,800 70,000

114 幼稚園預かり保育事業
町立３幼稚園の時間外
預かり

町 過疎ソフト債 27,720 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960

115 教育環境改善事業
町立小中学校の備品購
入

町 15,000 5,000 5,000 5,000

116
図書の
充実

町図書施設の図書購入 町 3,500 500 500 500 500 500 500 500

117
働く人材バンク制度設置
事業

共生・協働の問題解決
のため、働く人材バン
ク制度を設置する

町
ソフ
ト

地方創
生交付
金

500 500

118
「小さな拠点」を核とす
る「ふるさと集落生活
圏」形成推進事業

プラン（計画）づく
り、社会実験

集落
ソフ
ト

地方創
生交付
金

定額補助（上限
３００万円/年、
２年間を限度）
で、プランづく
りを通じた合意
形成や住民・市
町村の連携によ
る移動確保等の
実証検証を支援

18,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

119
「小さな拠点」を核とす
る「ふるさと集落生活
圏」形成推進事業

施設の再編・集約 集落
ハー
ド

地方創
生交付
金

既存公共施設を
活用した公共
サービス施設の
再編・集約に係
る改修費、廃止
施設の除去費を
1/2補助。（小さ
な拠点の形成に
資する事業に限
定して実施。）

6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

120

奄美群
島広域
事務組
合との
連携

奄美群島成長戦略ビジョ
ン実現事業

町
ソフ
ト

過疎ソフト債 23,149 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307 3,307

23,748,815 2,636,855 3,443,070 3,530,330 3,446,280 3,309,980 3,766,430 3,615,870

共生・
協働の
まちづ
くり

教育の
充実

農業基
盤の整
備

保健福
祉の推
進

生活環
境の整
備と充
実
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「第５次伊仙町総合計画」作成のための自由意見 
住所（集落） 目手久 
性  別 女性 
年  代 ７０代 

 
題  名 

（タイトル） 
箱物を作らない 
牛、馬鈴薯等にも納税の義務化を 

意  見 
（１００字以内） 

 
 
 

 ここ数年間多くの箱物が作られています。 
 これらが収入を生み出しているでしょうか？ 
 これからは今、あるものの中でいかに金を生み出すかの、知恵を出して

いくべきか考える。 
 正しい申告で納税の周知を徹底する。 

 
 
住所（集落） 犬田布 
性  別 女性 
年  代 ６０代 

 
題  名 

（タイトル） 
百年後も私の子孫が農業が出来ることを目的に 

意  見 
（１００字以内） 

 

 土を汚さない農法、有機肥料・無農薬栽培で出来る作物で生計を立てら

れること。自然を壊さない農業を見つけることが、世界遺産にもつながる

と思います。１００年後・・・１０００年後も作物が育つようにしません

か。 

 
 
住所（集落） 犬田布 
性  別 男性 
年  代 ７０代 

 
題  名 

（タイトル） 
人口増と税収増対策 

意  見 
（１００字以内） 

 

①保育所と幼稚園を合併し、それぞれの制度は維持、併用する。 
②出産前後の有給休暇を定着するよう会社等にも強力に働きかける。 
③②の期間中給与（減額）は、会社等に町が一部補助する。 
④職場に復帰後は原則として元の職務に戻れるようにする。 
⑤今の子育て支援策は廃止し、子ども一人一人に毎月１万円を支給、第 1
子の５万円だけは祝金として残す。 
※このシステム実現には病院の産科の充実が前提となる。 
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住所（集落） 伊仙 
性  別 男性 
年  代 ８０代 

 
題  名 

（タイトル） 
高齢者にやさしい町づくりと自慢の食材でおもてなし 

意  見 
（１００字以内） 

 

高齢者に対する祝金は８５歳以上に支給してほしい。 
伊仙町に宿泊施設を百菜に増築して町営のホテルにして伊仙町の食材でお

もてなし 
繁忙時はパート婦人を雇用する「ゆてぃな」ホールで伝統芸能観賞しても

らう 
 
 
住所（集落） 阿三 
性  別 男性 
年  代 ５０代 

 
題  名 

（タイトル） 
沖縄へ 

意  見 
（１００字以内） 

 

１００万以上の人口を有する沖縄へ農産物等を出荷する。 
①沖縄には毎日、定期船が通っているため、他地域（沖縄県外）では一番

送料で有利になる。 
②百菜に市場の力を創り出荷をコントロールする。 

 
 
住所（集落） 伊仙 
性  別 男性 
年  代 ８０代 

 
題  名 

（タイトル） 
面縄港の商港としての開発 

意  見 
（１００字以内） 

 

面縄港を商港として開発することにより定期貨客船の寄港で農産物及び生

活必需品の移出入は申すまでもなく町民の本土との交流も利便となる。面

縄港を商港として開発すべく県及び国に要望するため開発協議会を設置す

る。 
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住所（集落） 伊仙 
性  別 男性 
年  代 ８０代 

 
題  名 

（タイトル） 
高齢者にやさしい町づくりと自慢の食材でおもてなし 

意  見 
（１００字以内） 

 

高齢者に対する祝金は８５歳以上に支給してほしい。 
伊仙町に宿泊施設を百菜に増築して町営のホテルにして伊仙町の食材でお

もてなし 
繁忙時はパート婦人を雇用する「ゆてぃな」ホールで伝統芸能観賞しても

らう 
 
 
住所（集落） 阿三 
性  別 男性 
年  代 ５０代 

 
題  名 

（タイトル） 
沖縄へ 

意  見 
（１００字以内） 

 

１００万以上の人口を有する沖縄へ農産物等を出荷する。 
①沖縄には毎日、定期船が通っているため、他地域（沖縄県外）では一番

送料で有利になる。 
②百菜に市場の力を創り出荷をコントロールする。 

 
 
住所（集落） 伊仙 
性  別 男性 
年  代 ８０代 

 
題  名 

（タイトル） 
面縄港の商港としての開発 

意  見 
（１００字以内） 

 

面縄港を商港として開発することにより定期貨客船の寄港で農産物及び生

活必需品の移出入は申すまでもなく町民の本土との交流も利便となる。面

縄港を商港として開発すべく県及び国に要望するため開発協議会を設置す

る。 

 

「第５次伊仙町総合計画」策定に係る「自由意見」まとめ

校　区 集　落
今後１０年間で行政と連携して行いたい事。ま
た、行政（役場）に対する要望。

今後の１０年に向けて、各
集落でやりたい事。（目
標）

行政（役場）に期待する
事。

あなたが思い描く、住んでい
る集落の目標（１０年後の将
来像）

その他、自由意見

1 伊　仙 西伊仙東
高齢者への各種サービス（一部地域で試行案
件の実施）

老朽町営住宅の建て替え
による若年層の定住促進

要望：更なる町有地の
有効活用（民間、企業
への活用斡旋）農耕活
用が可能な町有地をや
る気のある若年層へ安
価で貸し出し所得向上
へ繋げていくサポート。

都会に出て行った人達が、
帰って来ようと思う環境づく
り。
帰省客が気軽に利用できる
宿泊施設。町内にあること。

役場庁舎内の定期的なレイアウト変更。町
をかえるイメージを率先してみては。

2 面　縄 下検福
高齢者が健康で安心して生活していけるような
集落づくり（地域さわやかサロンの定着、活性
化）

伝統文化の掘り起しと次
世代への継承をしたい（八
月踊り等）

都会で暮らしている息
子達（大阪、神奈川）が
気軽に帰省出来る為に
航空運賃の軽減措置を
要望します。

集落内のどの家にも３世代
の家族が居住して健康で安
心して暮らせる集落にしてい
きたい。

特になし

3 伊　仙 中伊仙東

・町民が利用できるバスが１台あればいいと思
う。（サロン等で遠足、桜見物に行きたくても行
けないから。
・役場前に緑がほしい。伊仙町だけがやすらぐ
木の下がない。
・足湯も作ってほしい。
・議会の様子をテレビか家庭の放送に流して一
般住民も聞かしてほしい。

集落のお年寄りを連れて
遠足がしたい。

・集落にテレビ、ｶﾗｵｹ
ｾｯﾄがほしい。子供達の
遊具がほしい。
・中伊仙東地区近辺に
もみんなが役立つ建物
がたてばと思う。

・集落の方々が積極さがほ
しい。
・集落にある空き家を活か
し、移住者を増やす。

4 伊　仙 東伊仙東
農道の草刈、通学路に水たまりができやすい
ので、協力して欲しい。

１人暮らし高齢者宅の見
回り隊をつくる。

集落の役場職員にも協
力して欲しい。

5 鹿　浦 阿三
校舎老朽化小学校の子ども達の安全確保のた
め校舎の建て替え

集落営農をして行政にた
よらない。
集落行事の運営費の確保

町有地の遊休地の貸し出し

青年団のリーダー育成して
集落おこし

6 伊　仙
御前堂、東
伊仙東

伊仙町は農業の町であり経済課が進めている
農業所得５０億円が出来るまで進めてほしい

若者が定住できる集落にしたい
若者が定住出来る為、
働く場所を作ってほしい

集落の人口が増加し、子供
たちが増え集落行事など盛
大に行われる集落にしたい

7 面　縄 西目手久

「所得倍増計画」・・町民所得県でワースト１か
らの脱出。牛・馬鈴薯の正しい申告で所得アッ
プへ。実際の所は収入があるのに統計上は出
てこない。町民の納税意識が薄い。（５月２５日
南海日日「子牛価５０万円台に」単価は県内
トップ水準に。）大久保町政の政治生命をかけ
て取り組んでほしい。（働き者でお金を持って
いるのに使いっぷりはいいし、伊仙町民として
はおかしいです。）

西目手久集落では「民謡
保存会」の継承が危ぶま
れています。若い人、壮年
も含めてですが参加が無
く、（新年会・敬老会・婦人
会・クリーン作戦等）
目標は各年代揃って集落
を盛り上げていけたらと。

8 馬根 馬根
現在、少子高齢化のため、人口の増加　若い
人が安心して、子育てが出来る環境対策作り。

馬根集落では、支え合い
体制づくりとしてウォーキ
ングをしながら、集落内の
ゴミを拾っています。今後
も継続していきたいと思い
ます。（集落の和を広げる
体制作り）

子供やお年寄りが安心
して住めるように子育て
支援や福祉の充実をさ
らに強化していただきた
い。

私達の集落、少子高齢化が
進んでいます。若者が集落
に帰ってきたいと思うような
取組を進めていきます。（人
と人とのつながりを大切に。
支え合い、人情豊かな地域
作りにしたいです。）

馬根集落も町営住宅の建設が決まり、活性
化の期待が持てます。
・馬根小学校を残すことを願います。
・太陽電池パネルの技術を生かした、外灯
の設置のご協力をお願いできませんでしょ
うか。

9犬田布上晴
土曜日日曜日の学校休日はやめ（ゆとり教育）
地域の公民館ででも学力をつける補修勉強を
希望者にはさせてほしい

国立公園に指定される準
備として主要道路にフラ
ワー通りを喜念～小島ま
で作ってほしい
連休に花見ができる場所
等

10 伊　仙 東伊仙西
集落内の道路陥没、水路、県道の外灯。道路
にはみ出ている木等。

道端の美化作業。

防災、緊急の時無線放
送を各家でスイッチを
切ってあっても放送が
聞けるようにしてほし
い。（電話器具の点滅
は最小にすることはで
きないか。）

税金を下げる。ハブ対策（転
入してきている方、特に）

・役場を過ぎてダイマル店までの間、道路
は小学生の帰宅道になっているみたいで
車で通る時子ども達の発見がおくれ、ハッ
とする事が多々あります。
・企業誘致をもっと導入し、町の住居を増や
してほしい。

11 阿権 阿権

集落出身で都会に引き上げている方々が家族
や小グループで島に帰ってくる場合、地元阿権
で安く泊まれるように福祉館に畳間、浴室を作
る。
福祉館入口のスロープを解消して駐車場の拡
大。

世界自然遺産、国立公園
指定に向けてゴミの一掃、
マナーの向上、集落ガイド
の養成、空き家の補修が
必須

集落内に公衆トイレの
設置（費用の補助）

集落内にある空き家を補修
して宿泊施設として利用でき
る様にし、集落の見所、さく
ら並木、石垣屋敷、八幡神
社、阿権川、鹿浦川沿いを
散策したり、春、夏、秋、冬
の各四季にその時の農作業
を体験してもらう体験型、滞
在型観光を目指す。

NPO法人を立ち上げて集落の運営をと思っ
ています。徳之島全体の事ですが闘牛を運
動させる時の糞の処理を徹底させる事（道
路、砂浜）を闘牛協会に強く要望してほしい
と思います。

12 伊　仙 東伊仙西

集落自治機能の充実と発展 集落自治活動の活性化 １．場の適性確保・・・集
落の営農センターの施
設・設備の改善充実
２．集落自治活動の機
能化・・・効果的組織づ
くりと人材育成・研修・
男女、年齢

・ある程度の集落人口の確
保と維持
・活気に満ちた集落の生活
の創造

・現状のまま今後１０年も無策で放置すると
限界集落になる可能性大である。早期の
具体的な施策を要望します。
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「第５次伊仙町総合計画」策定に係る「自由意見」まとめ

13犬田布西犬田布
観光に力を入れて、観光客が宿泊できるホテ
ルが必要。

地産地消
年寄り向けシルバーマ
ンション建設。（２４時間
対応）移住者を増やす。

犬田布岬までの岬線の歩道
の整備。歩道の横に木を植
える。例えば、桜を植えて桜
通り。

【意見】

伊　仙14

・世界遺産を提唱する以前にまず足元を。闘牛散歩をさせる際の（糞尿処理をせず沿道住民に多大な迷惑をかけている現状）飼い主のマナー悪い。＜関係機関への苦情＞
・防災無線の活用について・・現在防災無線で、いろいろとお知らせ等に活用されておりますが、もっと効率的に利用して頂きたい。将来は伊仙町（天城町のように）放送局の設置を要
望。例えば、議会の実況放送とか、あるいは役場の各種行事の実況放送等、家に居ながらにしてその状況（物語）がつぶさに分かり楽しめる。（町民体育祭、産業祭、文化祭、ほか畜産
品評会、セリ市など）もっと有効活用をしていただきたい。町民が興味を持って聞きたい内容を考慮し、定期的に。常時流す等（あわせて各集落行事、ニュース）情報の共有。
・飲料水について・・最近多くの家庭が健康志向で水を購入して飲んでいる傾向にあります。特に水質がよいとされている伊仙町の水をもっと啓発して町民に認識を与え無駄な支出をさ
せない方法を考えて頂きたい。徹底した水質管理を図る上での施設整備の充実を図ってほしい。こと命に係わる問題でもある。
・町誌の編纂について・・この１０年間で町誌の続編を編纂して頂きたいと思います。現在の「伊仙町誌」は昭和５３年に編纂されたもので、以来４０年近くになります。この４０年の間さまざ
まな事柄や記録があると思います。町の沿革、歴史を物語として遺すことも大切だと思います。
・県道での牛の散歩は交通の妨げは勿論の事、フンを車道や歩道に落とし、不快な気持ちをさせ、また景観にも非常によくない。世界自然遺産登録を目指すのであれば、早急に解決し
なければいけない問題である。
・今後世界自然遺産の登録を目指しているようですので、いまで徹底されていない各家庭でのゴミの分別、集積等々を周知させ、地域をあげて“ゴミ０”にするような環境教育を徹底した
方がよいと思います。

・果樹園芸等、生産物の加工工場建設による
生産物の商品化
・薄れゆく島唄等、伝統文化芸能の保存と育成
・文化施設の建設による芸術、芸能文化向上。
・六次産業により、「より付加価値の高い」産物
の生産、法人化利用、経営規模の拡大
・農業立町「伊仙町」の農業振興計画の樹立
を。
・子供からお年寄りまで、クリーン作戦への更な
る参加を呼びかけ、町の美化運動を通じてふ
れあい、コミュニケーションを高めよりよい地域
づくりを連携していきたい。

・各集落の行事を含め、み
んなが楽しんで参加でき
るイベントを企画したいと
思う。例えば、運動会等。
また、みんながあいさつを
交わす「あいさつ通り」を
作る。
・夏場の涼しくなった瞬間
に、年一回くらい東伊仙か
ら西伊仙までの各集落対
抗で小学生から大人まで
代表を決めて、ほーらい
館の芝の上で相撲大会み
たいな事ができればいい
なあと。考えています。

・西伊仙西集落公民館
設置を要望。
・すでに老朽化している
集会所（元・保育所）の
補修、備品整備等を当
面（ちなみにぜひ宝くじ
事業を当て）要望してい
きたい。
・防災組織を強化して、
これからの色々な災害
に備え地域と連携、協
力をしながら防災に努
める。
・ハード面はだいたいそ
ろってきているのでソフ
ト面の充実をはかって、
実のある子育てしやす
い町づくりを目指して
いってほしいかな。

・Uターン、Iターン者は、いず
れもなるべく若年層で将来
的に伊仙町で活躍できる
方々の啓蒙を。
・受け入れ空き家の整備の
充実を（町の振興基盤整備）

下記【意見】のとおり

西伊仙西

120

団体名

今後１０年間で行政と連
携して行いたい事。ま
た、行政（役場）に対する
要望。

これからの１０年に向
けて、各団体でやりた
い事。（目標）

行政（役場）に期待
する事。

その他、ご意見等

1 伊仙町社会福祉協議会

サトウキビ収穫の機械
化の廃止
「いいたわり」の復活

年収２５０万以下の方
は、不足分は行政に
て保障

低所得世帯のかか
える問題の解消 高齢者がいつまでも働き

手でいられるようサトウキ
ビの収穫は手かさぎで。近
年、認知症や廃用性症候
群の若年化が顕著。これ
まで長寿を支えてきたの
は、高齢になっても体を動
かさなければならない環境
が要因の一つと思う。

2 伊仙町農業委員会

「道路整備」犬田布岬へ
行く道路がせまくて、路
面もガタガタでとても危
険だと思います。

西部に住宅が出来、若い
人たちが増えて本当にうれ
しく思います。
岬の方はきれいに整備さ
れて下の方にも歩きやすく
なり、よくなりました。

3 伊仙町保護司会

高齢化社会に対応した交通手
段について
・バスやタクシーとは別に町独
自の何時でもどこでも必要に応
じて対応できる個人（２種免許
所持者）と提携し、集車カード
（鹿児島のラピカ）のような導入
により高齢者の生活のニーズ
に対応できるのでは？

青少年の健全育成につい
て、我の伊仙町においても
事件に手を染める子どもた
ちがいる。心身ともに健全
で、安心して暮らせる、又、
安全な町づくりの為の組織
づくりを

各課個々の対応ではな
く、関係する機関のみで
はなく、町全体の取組や
各種団体との連携が不可
欠と思われる。臭い物に
は蓋の処理ではなく、情
報の共有化が出来る組
織づくりを期待する。

・離島における船便について
天候不順による船の入港等の変
更について、利用者の方々は大
変不便をしいられている。出迎え
や見送り等出来る人は良いが、
人、島外利用者等の利便性がな
んら確保されていない現状であ
る。入港変更に伴う、足の確保に
ついて、ぜひ三町合同、船会社等
の前向きな対策を講じてほしい。

4 主任児童委員

出生率NO1の伊仙町で
す。産み育てていく為に
医療機関が不足（小児
科・皮膚科・耳鼻科etc）
現在では月一回の専門
医を待つ状態です。行政
の方で病院等と連携を
取ってほしい。

○楽しい子育て
島の子ども達は自然
に囲まれていますが
体験をもっと（自然）体
験させてみたい

○子育て支援施設
を児童館に設置して
ほしい。子ども、お
年寄りがふれあう場
所として何かしてほ
しいな

１について追加。専門医が待てず
本土へ行き治療をする。検査に行
く為にまた月一回の本土への交
通など負担が大きく、経済的に産
み育てるのに困難では・・
免除があればいいと思います。全
額でもなく半額免除でもしてほし
いです。

5 徳之島観光連盟

遠隔離島の地域性等か
ら考えると、経済基盤の
確立は「農業」と「観光」
に力点を置くべきではな
いか。（貴重な資源であ
るため）

当地域の国立公園
化、世界遺産化に対
応できる体制を民間
の力を結集して作りた
い。

左記１を内外に明確に発
信し、かつ注力していくた
めに「農業振興課」や「観
光推進課」等を置くべきで
は。
抽象的な名称の課名（職
務分担）では、町としての
意欲が感じられない。

観光連盟として、観光産業
の重要性を感じ、理想を揚
げる（左記２）が現実的に
は個々の観光関連業は発
展途上の状態にある。そ
の発展に至り、一定の活
動を行えるようになるまで
は、行政の求心力を得な
がら進めたい。

6 伊仙町老人クラブ連合会

老人活動の活性化。助
成していただきたい。

文化の伝承 老人組合員３０名以
下でも助成金を助
成してほしい。

スポーツ振興。農業の活
性化政策。人口増に対す
る企業誘致。

7 伊仙町建設業協会

天城町、徳之島町はイノ
シシ対策として、フェンス
を張り、農作物対策をし
ているが、伊仙町はなぜ
しないのか？

養蜂、巣箱の設置と
はちみつを取る

設備投資への助成
金を希望する

多目的ハウスの導入

8 伊仙町建設業協会

伊仙町役場は今回の新
副町長就任で最強の伊
仙町役場チームが出来
たと思います。この最強
チームで良い町づくり、
町政発展に向けてがん
ばるように要望いたしま
す。

伊仙町にも自衛隊配備誘
致等のことが政治課題に
なりました時はしっかりした
議論をして町民を納得さ
せ、そして政治行動に移し
てください。

行政（執行部）に期待する事は、公務員で
ある役場職員を今より以上に活動させ町民
に愛され、又仕事のできる公務員に育てる
ようにお願い致します。この事は町民全て
に良い影響を及ぼすと思います。まずは役
場庁舎内からです。
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「第５次伊仙町総合計画」策定に係る「自由意見」まとめ

13犬田布西犬田布
観光に力を入れて、観光客が宿泊できるホテ
ルが必要。

地産地消
年寄り向けシルバーマ
ンション建設。（２４時間
対応）移住者を増やす。

犬田布岬までの岬線の歩道
の整備。歩道の横に木を植
える。例えば、桜を植えて桜
通り。

【意見】

伊　仙14

・世界遺産を提唱する以前にまず足元を。闘牛散歩をさせる際の（糞尿処理をせず沿道住民に多大な迷惑をかけている現状）飼い主のマナー悪い。＜関係機関への苦情＞
・防災無線の活用について・・現在防災無線で、いろいろとお知らせ等に活用されておりますが、もっと効率的に利用して頂きたい。将来は伊仙町（天城町のように）放送局の設置を要
望。例えば、議会の実況放送とか、あるいは役場の各種行事の実況放送等、家に居ながらにしてその状況（物語）がつぶさに分かり楽しめる。（町民体育祭、産業祭、文化祭、ほか畜産
品評会、セリ市など）もっと有効活用をしていただきたい。町民が興味を持って聞きたい内容を考慮し、定期的に。常時流す等（あわせて各集落行事、ニュース）情報の共有。
・飲料水について・・最近多くの家庭が健康志向で水を購入して飲んでいる傾向にあります。特に水質がよいとされている伊仙町の水をもっと啓発して町民に認識を与え無駄な支出をさ
せない方法を考えて頂きたい。徹底した水質管理を図る上での施設整備の充実を図ってほしい。こと命に係わる問題でもある。
・町誌の編纂について・・この１０年間で町誌の続編を編纂して頂きたいと思います。現在の「伊仙町誌」は昭和５３年に編纂されたもので、以来４０年近くになります。この４０年の間さまざ
まな事柄や記録があると思います。町の沿革、歴史を物語として遺すことも大切だと思います。
・県道での牛の散歩は交通の妨げは勿論の事、フンを車道や歩道に落とし、不快な気持ちをさせ、また景観にも非常によくない。世界自然遺産登録を目指すのであれば、早急に解決し
なければいけない問題である。
・今後世界自然遺産の登録を目指しているようですので、いまで徹底されていない各家庭でのゴミの分別、集積等々を周知させ、地域をあげて“ゴミ０”にするような環境教育を徹底した
方がよいと思います。

・果樹園芸等、生産物の加工工場建設による
生産物の商品化
・薄れゆく島唄等、伝統文化芸能の保存と育成
・文化施設の建設による芸術、芸能文化向上。
・六次産業により、「より付加価値の高い」産物
の生産、法人化利用、経営規模の拡大
・農業立町「伊仙町」の農業振興計画の樹立
を。
・子供からお年寄りまで、クリーン作戦への更な
る参加を呼びかけ、町の美化運動を通じてふ
れあい、コミュニケーションを高めよりよい地域
づくりを連携していきたい。

・各集落の行事を含め、み
んなが楽しんで参加でき
るイベントを企画したいと
思う。例えば、運動会等。
また、みんながあいさつを
交わす「あいさつ通り」を
作る。
・夏場の涼しくなった瞬間
に、年一回くらい東伊仙か
ら西伊仙までの各集落対
抗で小学生から大人まで
代表を決めて、ほーらい
館の芝の上で相撲大会み
たいな事ができればいい
なあと。考えています。

・西伊仙西集落公民館
設置を要望。
・すでに老朽化している
集会所（元・保育所）の
補修、備品整備等を当
面（ちなみにぜひ宝くじ
事業を当て）要望してい
きたい。
・防災組織を強化して、
これからの色々な災害
に備え地域と連携、協
力をしながら防災に努
める。
・ハード面はだいたいそ
ろってきているのでソフ
ト面の充実をはかって、
実のある子育てしやす
い町づくりを目指して
いってほしいかな。

・Uターン、Iターン者は、いず
れもなるべく若年層で将来
的に伊仙町で活躍できる
方々の啓蒙を。
・受け入れ空き家の整備の
充実を（町の振興基盤整備）

下記【意見】のとおり

西伊仙西
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団体名

今後１０年間で行政と連
携して行いたい事。ま
た、行政（役場）に対する
要望。

これからの１０年に向
けて、各団体でやりた
い事。（目標）

行政（役場）に期待
する事。

その他、ご意見等

1 伊仙町社会福祉協議会

サトウキビ収穫の機械
化の廃止
「いいたわり」の復活

年収２５０万以下の方
は、不足分は行政に
て保障

低所得世帯のかか
える問題の解消 高齢者がいつまでも働き

手でいられるようサトウキ
ビの収穫は手かさぎで。近
年、認知症や廃用性症候
群の若年化が顕著。これ
まで長寿を支えてきたの
は、高齢になっても体を動
かさなければならない環境
が要因の一つと思う。

2 伊仙町農業委員会

「道路整備」犬田布岬へ
行く道路がせまくて、路
面もガタガタでとても危
険だと思います。

西部に住宅が出来、若い
人たちが増えて本当にうれ
しく思います。
岬の方はきれいに整備さ
れて下の方にも歩きやすく
なり、よくなりました。

3 伊仙町保護司会

高齢化社会に対応した交通手
段について
・バスやタクシーとは別に町独
自の何時でもどこでも必要に応
じて対応できる個人（２種免許
所持者）と提携し、集車カード
（鹿児島のラピカ）のような導入
により高齢者の生活のニーズ
に対応できるのでは？

青少年の健全育成につい
て、我の伊仙町においても
事件に手を染める子どもた
ちがいる。心身ともに健全
で、安心して暮らせる、又、
安全な町づくりの為の組織
づくりを

各課個々の対応ではな
く、関係する機関のみで
はなく、町全体の取組や
各種団体との連携が不可
欠と思われる。臭い物に
は蓋の処理ではなく、情
報の共有化が出来る組
織づくりを期待する。

・離島における船便について
天候不順による船の入港等の変
更について、利用者の方々は大
変不便をしいられている。出迎え
や見送り等出来る人は良いが、
人、島外利用者等の利便性がな
んら確保されていない現状であ
る。入港変更に伴う、足の確保に
ついて、ぜひ三町合同、船会社等
の前向きな対策を講じてほしい。

4 主任児童委員

出生率NO1の伊仙町で
す。産み育てていく為に
医療機関が不足（小児
科・皮膚科・耳鼻科etc）
現在では月一回の専門
医を待つ状態です。行政
の方で病院等と連携を
取ってほしい。

○楽しい子育て
島の子ども達は自然
に囲まれていますが
体験をもっと（自然）体
験させてみたい

○子育て支援施設
を児童館に設置して
ほしい。子ども、お
年寄りがふれあう場
所として何かしてほ
しいな

１について追加。専門医が待てず
本土へ行き治療をする。検査に行
く為にまた月一回の本土への交
通など負担が大きく、経済的に産
み育てるのに困難では・・
免除があればいいと思います。全
額でもなく半額免除でもしてほし
いです。

5 徳之島観光連盟

遠隔離島の地域性等か
ら考えると、経済基盤の
確立は「農業」と「観光」
に力点を置くべきではな
いか。（貴重な資源であ
るため）

当地域の国立公園
化、世界遺産化に対
応できる体制を民間
の力を結集して作りた
い。

左記１を内外に明確に発
信し、かつ注力していくた
めに「農業振興課」や「観
光推進課」等を置くべきで
は。
抽象的な名称の課名（職
務分担）では、町としての
意欲が感じられない。

観光連盟として、観光産業
の重要性を感じ、理想を揚
げる（左記２）が現実的に
は個々の観光関連業は発
展途上の状態にある。そ
の発展に至り、一定の活
動を行えるようになるまで
は、行政の求心力を得な
がら進めたい。

6 伊仙町老人クラブ連合会

老人活動の活性化。助
成していただきたい。

文化の伝承 老人組合員３０名以
下でも助成金を助
成してほしい。

スポーツ振興。農業の活
性化政策。人口増に対す
る企業誘致。

7 伊仙町建設業協会

天城町、徳之島町はイノ
シシ対策として、フェンス
を張り、農作物対策をし
ているが、伊仙町はなぜ
しないのか？

養蜂、巣箱の設置と
はちみつを取る

設備投資への助成
金を希望する

多目的ハウスの導入

8 伊仙町建設業協会

伊仙町役場は今回の新
副町長就任で最強の伊
仙町役場チームが出来
たと思います。この最強
チームで良い町づくり、
町政発展に向けてがん
ばるように要望いたしま
す。

伊仙町にも自衛隊配備誘
致等のことが政治課題に
なりました時はしっかりした
議論をして町民を納得さ
せ、そして政治行動に移し
てください。

行政（執行部）に期待する事は、公務員で
ある役場職員を今より以上に活動させ町民
に愛され、又仕事のできる公務員に育てる
ようにお願い致します。この事は町民全て
に良い影響を及ぼすと思います。まずは役
場庁舎内からです。
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団体名

今後１０年間で行政と連
携して行いたい事。ま
た、行政（役場）に対する
要望。

これからの１０年に向
けて、各団体でやりた
い事。（目標）

行政（役場）に期待
する事。

その他、ご意見等

9
食生活改善推進員連絡協
議会

現在、町民全体的なイベ
ントなどが行われるとき
役場の職員も一緒に
リードを取りながら実施
してほしい。（町文化祭、
産業祭、歩こう会）等
（義名山運動場、体育館
の利用）

食の文化祭なども行
事会、伝統食、郷土
の食材を使った料理、
アレンジ料理などと
コーナーを設けて展
示したり、試食しても
らったりやってみた
い。

役場の職員は住民
の要であります。色
んな課があります。
各課の機能を充分
発揮して欲しい。

一般住民が気軽に入り、
本を読んだり語り合いが出
来る場所、図書館が出来
たらと思います。
簡単に湯茶などが飲める
場所があれば・・

10 郵便局

郵便局ネットワークを十
分に活用し、地域の特性
や住民ニーズに合った
事業展開を行いたい。
（例、日本最大のネット
ワークを利用し、特産品
の通販、アンテナショッ
プ、観光情報の提供）

地域の特性や住民
ニーズに合った事業
を展開し、ユニバーサ
ルサービスとしての役
割を果たしていきた
い。

現在、日本郵政におい
て、総合生活支援企業と
して、郵便局の「みまもり
サービス」二十四時間電
話相談、買い物支援サー
ビスなど地域限定で試行
しているので、今後、郵便
局と町が事業協力できれ
ば、住民サービスの向上
につながるとお思うので、
実現できるようお願いした
い。

伊仙町内の宿泊施設の拡
充。

11 直売所百菜

６次産業へ向けての選果場、加工施設の整備地場産野菜、果樹の
加工
各物産展への参加
（地場産品の宣伝、売
り込み）

物産展への参加は
町の広告宣伝を兼
ねており、島内の産
業振興事業であり、
経費予算組（旅費
他）をお願いした
い。

ふるさと納税ときゅっきゅっ
便をタイアップして、納税
者を増やす。

12 伊仙町教育委員

町内の子ども達の体力、
学力の向上。

町内の子ども達の体
力、学力の向上。

子ども達の体力や
学力が向上するよう
な環境整備。

13 南西糖業伊仙工場

さとうきびの増産活動
種苗の生産（一芽）

種苗の生産（一芽）
植え付け作業の軽減
（機械化）
バカス・ハカマの活用
（飼料、肥料、ペレッ
ト、炭）

14 介護施設

障がいしゃ（者、児、共
に）の福祉向上に力を入
れて欲しい。

２８～２９年に立ち上
げたい。（糸木名グ
ループホーム、犬田
布グループホーム＜
生活介護、児童発達
支援、放課後等ディ＞
多機能）

15 介護施設

・子育て支援
・女性が働きやすい環境
作り

・介護者の残存機能の維
持・改善
・職員の憩いの場づくり
・長命草の効果的利用（ヨモ
ギ・その他薬草）
・下肢筋力の維持
・若者の自主的サークルの
支援
・公務員の給与削減

・人員削減、コストダ
ウンへの取組
・土・日・祭日の営
業
・女性の活躍の推
進（課長、部長、次
長等々）
・接客、対応
・業務のシステム化

・非課税を容易に認定する
のでなく、働く意欲を高め
る施策
・農業でも生計が立てれる
施策（若者の自然、農業へ
の関心を高める）
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団体名

今後１０年間で行政と連
携して行いたい事。ま
た、行政（役場）に対する
要望。

これからの１０年に向
けて、各団体でやりた
い事。（目標）

行政（役場）に期待
する事。

その他、ご意見等

16 サンファミリー友の会

【意見】

下記【意見】のとおり

123
122 123



団体名

今後１０年間で行政と連
携して行いたい事。ま
た、行政（役場）に対する
要望。

これからの１０年に向
けて、各団体でやりた
い事。（目標）

行政（役場）に期待
する事。

その他、ご意見等

16 サンファミリー友の会

【意見】

下記【意見】のとおり
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第５次総合計画策定に関するアンケート結果（郷友会）※アンケートは、無記名で回答。

問４．家族構成

　

問３．職業

問５．乳幼児や児童はいますか

問１．性別 問２．年齢

18 

6 

男 

女 

1 

3 

6 

2 

12 

24 

２０代 

３０代 

４０代 

５０代 

６０～６４ 

６５～６９ 

７０歳以上 

合計数 

14 

7 

1 

1 

夫婦だけの世帯 

二世代世帯（親と子） 

三世代世帯（親と子と孫） 

単身世帯 

その他 

1 

13 

1 

1 

1 

1 

7 

農林水産業従業者（兼業農家等含む） 

工業従業者（工場等の経営者及び被雇用者） 

商業従業者（商店等の経営者及び被雇用者） 

サービス業従業者（接客業、金融業、建設業等の経営者及び被雇用

者、公務員など） 

観光業従業者（宿泊施設や観光施設等の経営者及び被雇用者） 

自由業（作家・画家・写真家・陶芸作家・開業医・弁護士 等） 

パートタイム・アルバイトを日常的にしている 

専業主婦 

無 職 

学 生 

その他 

4 

19 

いる 

いない 

124

問６．自慢したいもの（１つ選択）※自由回答より、ジャンル別に分類。

<その他>
（行動）いつもの笑顔　（選挙）選挙？、
選挙に対する意識の高い町
（教育）教育の民度も高く、明治政府の
学校制度当時でも東京と同じレベルで、
初等学校が開始、教えられる人材もい
たという。 （老後の生活）老後は特に福
祉と医療の充実したところ

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

広々とした自然（山・海に囲まれた… 

風景 

空気がきれいで住みやすい町です 

自然環境が豊かです 

自然が豊かで海がきれい 

自然環境の美しいところ 

自然（海のきれいさ、南国特有の… 

自然環境 

自然が豊か 

南の青い海・景色 

自然環境が美しい 

自然と環境の美しさと住みよいと… 

町の環境のよさ 

鍾乳洞 

自然環境 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

絆の深さ 

質実剛健の気性で結びの心が硬い故郷

です。その気風は未だ強く残っているこ… 

人々のつながりが深い共助精神 

村全体で助け合い 

目上を敬い常に結いの心を忘れない町民

の真心がなすものと思います。 

人情  

人情味にあふれているところ 

人情深い人が多い 

人々が明るい（笑顔とわらいは健康の元） 

人々の心の温かさ 

人間のすばらしさ 

人のつながり・人情・性格 

1 1 

1
2
3
4
5

特産 農作物 （黒糖）焼酎 

1 
1 
1 
1 

1

2

3

4

5

長寿・子宝 
伊仙町は長寿世界一を二人も出して、長寿の町です。 

長寿の島 

子宝日本一 

泉さん（長寿） 

1 1 1 1 

1

2

3

4

5

気候・空気・水 
（子どもの昔の記憶から）水がおいしかった 

空気がきれい 

常夏で冬でも楽しく過ごせる 

春夏秋冬の季節が住みやすい 

1 1 2 

1

2

3

4

5

6

7

8
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第５次総合計画策定に関するアンケート結果（郷友会）※アンケートは、無記名で回答。

問４．家族構成

　

問３．職業

問５．乳幼児や児童はいますか

問１．性別 問２．年齢

18 

6 

男 

女 

1 

3 

6 

2 

12 

24 

２０代 

３０代 

４０代 

５０代 

６０～６４ 

６５～６９ 

７０歳以上 

合計数 

14 

7 

1 

1 

夫婦だけの世帯 

二世代世帯（親と子） 

三世代世帯（親と子と孫） 

単身世帯 

その他 

1 

13 

1 

1 

1 

1 

7 

農林水産業従業者（兼業農家等含む） 

工業従業者（工場等の経営者及び被雇用者） 

商業従業者（商店等の経営者及び被雇用者） 

サービス業従業者（接客業、金融業、建設業等の経営者及び被雇用

者、公務員など） 

観光業従業者（宿泊施設や観光施設等の経営者及び被雇用者） 

自由業（作家・画家・写真家・陶芸作家・開業医・弁護士 等） 

パートタイム・アルバイトを日常的にしている 

専業主婦 

無 職 

学 生 

その他 

4 

19 

いる 

いない 
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問６．自慢したいもの（１つ選択）※自由回答より、ジャンル別に分類。

<その他>
（行動）いつもの笑顔　（選挙）選挙？、
選挙に対する意識の高い町
（教育）教育の民度も高く、明治政府の
学校制度当時でも東京と同じレベルで、
初等学校が開始、教えられる人材もい
たという。 （老後の生活）老後は特に福
祉と医療の充実したところ

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

広々とした自然（山・海に囲まれた… 

風景 

空気がきれいで住みやすい町です 

自然環境が豊かです 

自然が豊かで海がきれい 

自然環境の美しいところ 

自然（海のきれいさ、南国特有の… 

自然環境 

自然が豊か 

南の青い海・景色 

自然環境が美しい 

自然と環境の美しさと住みよいと… 

町の環境のよさ 

鍾乳洞 

自然環境 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

絆の深さ 

質実剛健の気性で結びの心が硬い故郷

です。その気風は未だ強く残っているこ… 

人々のつながりが深い共助精神 

村全体で助け合い 

目上を敬い常に結いの心を忘れない町民

の真心がなすものと思います。 

人情  

人情味にあふれているところ 

人情深い人が多い 

人々が明るい（笑顔とわらいは健康の元） 

人々の心の温かさ 

人間のすばらしさ 

人のつながり・人情・性格 

1 1 

1
2
3
4
5

特産 農作物 （黒糖）焼酎 

1 
1 
1 
1 

1

2

3

4

5

長寿・子宝 
伊仙町は長寿世界一を二人も出して、長寿の町です。 

長寿の島 

子宝日本一 

泉さん（長寿） 

1 1 1 1 

1

2

3

4

5

気候・空気・水 
（子どもの昔の記憶から）水がおいしかった 

空気がきれい 

常夏で冬でも楽しく過ごせる 

春夏秋冬の季節が住みやすい 

1 1 2 

1

2

3

4

5

6

7

8
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問７．伊仙町に住みたいと思いますか。

問８．伊仙町に住みたいと思う理由（３つ選択）

問９．伊仙町に住みたくない理由（３つ選択）

<その他>

※「わからない」のうち、1名は天城町
出身。

高年齢の為、若かったら帰郷してシニア料理教室をしたいと思いますが、年を取りすぎてしまい
ました。

問１１．「健康・長寿癒しの伊仙（まち）」を掲げていましたが、このキャッチフレーズをご存知でし
たか。

5 

6 

1 

1 

8 

すぐにでも住みたい 

しばらくしたら、住みたい 

特に住みたくない 

住みたくない 

わからない 

8 
4 

1 

2 

1 

7 

8 
1 

海、山、川があり、自然環境が豊かである 
医療・福祉サービスが充実していない 

子育てがしやすい環境である 
交通の便が良い 

買物や外食がしやすいなど、日常生活を営む上でのサービスが充実して… 

地場産品に恵まれている 
災害や犯罪が少ない 

子どもの教育に恵まれている 
観光資源に恵まれている 

歴史や伝統がある 
地域の人々のつながりが強い 

働く場所が多い 
学校や仕事、家族の都合 

愛着がある 
その他 

1 

1 

1 

1 

海、山、川が少なく、自然環境に乏しい 
医療・福祉サービスが充実していない 

子育てがしやすい環境にない 
交通の便が悪い 

買物や外食がしにくいなど、日常生活を営む上でのサービスが充実していない 

地場産品に恵まれていない 
災害や犯罪が多い 

子どもの教育に恵まれていない 
観光資源に恵まれていない 

歴史や伝統がない 
地域の人々のつながりが希薄 

働く場所が少ない 
学校や仕事、家族の都合 

愛着がない 

18 
4 

1

2

知らない 知っている 

126

　問１０．どのようなまちになってほしいか（３つ選択）

問１２．「可能性に挑戦する活気あふれる伊仙（まち）」についてどう思われますか。

　※（意見）一般的すぎる感じがします。インパクトのある文言でアピールした方が・・

4 

7 

9 

7 

3 

1 

5 

4 

9 

2 

4 

5 

交通の便や住環境が良い暮らしやすい快適なまち 

海、山、川をはじめとした自然環境の保全に努め、自然が豊かなまち 

観光資源を活かし、多くの観光客が訪れるまち 

スポーツが盛んで、健康に暮らせるまち 

犯罪、事故が少なく、安全に暮らせるまち 

文化や教育が充実し、生きがいをもって暮らせるまち 

障がい者や子ども、高齢者を大切にするまち 

中心市街地に人が集い、にぎわいのあふれるまち 

病院や診療所などの医療サービスが充実し、安心して暮らせるまち 

地場産業が盛んで、活気にあふれるまち 

積極的な企業誘致などにより、雇用機会に恵まれるまち 

未来を築く子どもが健やかに育つまち 

ブランド等を創出するなど、他の都市にはない魅力を持った個性のあるまち 

町民が主体的に村政に参画し、行政との協働で進めるまち 

その他 

22 

1 

良いと思う 

特に何も感じない 

良くない 

わからない  

127

126 127



問７．伊仙町に住みたいと思いますか。

問８．伊仙町に住みたいと思う理由（３つ選択）

問９．伊仙町に住みたくない理由（３つ選択）

<その他>

※「わからない」のうち、1名は天城町
出身。

高年齢の為、若かったら帰郷してシニア料理教室をしたいと思いますが、年を取りすぎてしまい
ました。

問１１．「健康・長寿癒しの伊仙（まち）」を掲げていましたが、このキャッチフレーズをご存知でし
たか。

5 

6 

1 

1 

8 

すぐにでも住みたい 

しばらくしたら、住みたい 

特に住みたくない 

住みたくない 

わからない 

8 
4 

1 

2 

1 

7 

8 
1 

海、山、川があり、自然環境が豊かである 
医療・福祉サービスが充実していない 

子育てがしやすい環境である 
交通の便が良い 

買物や外食がしやすいなど、日常生活を営む上でのサービスが充実して… 

地場産品に恵まれている 
災害や犯罪が少ない 

子どもの教育に恵まれている 
観光資源に恵まれている 

歴史や伝統がある 
地域の人々のつながりが強い 

働く場所が多い 
学校や仕事、家族の都合 

愛着がある 
その他 

1 

1 

1 

1 

海、山、川が少なく、自然環境に乏しい 
医療・福祉サービスが充実していない 

子育てがしやすい環境にない 
交通の便が悪い 

買物や外食がしにくいなど、日常生活を営む上でのサービスが充実していない 

地場産品に恵まれていない 
災害や犯罪が多い 

子どもの教育に恵まれていない 
観光資源に恵まれていない 

歴史や伝統がない 
地域の人々のつながりが希薄 

働く場所が少ない 
学校や仕事、家族の都合 

愛着がない 

18 
4 

1

2

知らない 知っている 

126

　問１０．どのようなまちになってほしいか（３つ選択）

問１２．「可能性に挑戦する活気あふれる伊仙（まち）」についてどう思われますか。

　※（意見）一般的すぎる感じがします。インパクトのある文言でアピールした方が・・

4 

7 

9 

7 

3 

1 

5 

4 

9 

2 

4 

5 

交通の便や住環境が良い暮らしやすい快適なまち 

海、山、川をはじめとした自然環境の保全に努め、自然が豊かなまち 

観光資源を活かし、多くの観光客が訪れるまち 

スポーツが盛んで、健康に暮らせるまち 

犯罪、事故が少なく、安全に暮らせるまち 

文化や教育が充実し、生きがいをもって暮らせるまち 

障がい者や子ども、高齢者を大切にするまち 

中心市街地に人が集い、にぎわいのあふれるまち 

病院や診療所などの医療サービスが充実し、安心して暮らせるまち 

地場産業が盛んで、活気にあふれるまち 

積極的な企業誘致などにより、雇用機会に恵まれるまち 

未来を築く子どもが健やかに育つまち 

ブランド等を創出するなど、他の都市にはない魅力を持った個性のあるまち 

町民が主体的に村政に参画し、行政との協働で進めるまち 

その他 

22 

1 

良いと思う 

特に何も感じない 

良くない 

わからない  
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町政全般に対するご意見，ご要望などご自由にご記入下さい。

・交通の便が悪いうえに船、飛行機とも運賃が高くて、我々年金者には
どうしても帰郷するのに二の足を踏む。格安便等、あればいいと思いま
す。
・何事も挑戦する気持ちは大事なことです。これからも活気あふれる町づ
くりに励んで下さい。
・徳之島全体（三町）徳之島町、天城町、伊仙町　一つの町として（３万
人)で農業・観光全てに考えることが良いと思う。
・何事に対しても負けない、強い精神力を養ってほしい。
・大久保町長と伊喜副町長のコンビで町を活性化して欲しい。
・関東奄美会では、奄美群島では徳之島が一番活気があると話す人（本
島や他の島）が多い。確かにそう思います。それは、徳之島の人たちの
明るい（どうにかなるさー）の考え方と思います。都会にあこがれて出て
都会の良さもわかりましたが島の自然や人情、島口の良さをつくづく感じ
ます。１人１人が自立できる考え方、行動を子ども達にしっかりと教えて
日本の宝といわれる徳之島にして下さいませ。（学校教育）
・さとうきびだけに頼らない、より生産性の高い農業に挑戦する政策を強
力に打ち出してほしい。（農業）
・観光資源の発掘とホテルの誘致政策を積極的に進めて頂きたい。（観
光）
・落花生栽培に力を注ぎ伊仙町の名産に育て上げ下さい。決して千葉産
には絶対負けることがありません。ますます伊仙町の発展をお祈り申し
上げます。（農業）
・自分は島で高校を卒業し東京で大学に入り、卒業したら田舎に戻るつ
もりでしたが、東京で就職、今に及んでおります。帰りたくても帰れなかっ
たわが故郷、これからの世代が帰郷して生活できる町にしてほしい。そ
のためには下記が実現要と考えます。
①仕事がある町（農業・土木以外の）　②収入がもっと多くある町　③活
気あふれる町　④若者の魅力あふれる町（企業誘致）　⑤老人に魅力の
ある町（老人福祉）
・離島の為に航空運賃が高い事。せめて４万５０００円位（往復）ですと、
毎年お墓参り位は帰れるように。この件は都会に住んでいる人の思いで
す。○道路整備に関して　・必要な道路整備はあると思うが、不必要な
物、またそれによって失われるものもあると思う。（景観、自然など）
・道路整備と同時に町全体の整備や商店街の整備等戦略的な整備が必
要であった。（道路）（商工業）
・飛行機代が高すぎる。以前、年金の件で役場にお世話になりました。温
かいお言葉が添えられて大変感動致しました。
・島口の保存（島口の奨励）、島唄など昔の島の生活を取り戻すような町
おこし事業も積極的にお願いします。各村々にある年中行事等は今から
でも少しづつとりもどして行ってもらいたい。（文化）
・役場の電話番号０９９７－８６－１０００（イセン）に変更し町をPR
・過去の政争に明け暮れた伊仙町からしますと本当にすばらしい町にな
りました。時代の流れといえばそれまでですが大久保町長２期頃より本
当に町民参加の町政が実現され、今や大島郡で一番活気のある町、
チャレンジ精神にすぐれた町として、多くの人たちから愛されている。農
業においても他の町村より大きく進歩していて、私は胸を張って話すこと
ができます。
・島の皆様の前向きに豊かに人情を持って明るく過ごされることを祈って
います。町長さんのもと頑張っておられることに拍手です。
・伊仙町でも県外でも少子高齢化社会です。県外においても多くの一世
が他界され、故郷伊仙町の自然の美しさ、「健康・長寿癒しの伊仙町」を
いかにアピールするかが課題です。二年後には奄美が自然遺産に登録
されるとお聞きしております。関東、中部、鹿児島、沖縄との郷土会と連
携をとり、観光に力を入れたいものです。各郷土会の有志を伊仙町に一
同に集会と町政の討論会を設けてはいかがでしょうか。
・高齢化が進み農地をどう生かしていくか。都会からの若者が島おこしが
できるよう、農地を家をあてがって、子どもを育てやすいようにすれば人
口も増えて活気づくのでは・・（定住）
・地域密着した町政を進めては。
・学校施設・グラウンド等の有効利用できるように開放しては。（学校教
育）
・稔る未来に。古里の山河か、心の宝満ちる事です。
・役場職員の皆様に、自己変革意識に目を醒ましていただく。公務員とし
て体を張って、未来の町づくりに努めてほしい。町から給料をもらってわ
が子を町の為、役立つ人へ教育しているでしょうか。（行政）（学校教育）
・議員の方々も改めて脚下照顧。参考すべき資料はいっぱいあります。
・県の農業試験場と連携して、一次産業の復活、食糧自給自足、日本の
食糧安保先導を目指してほしい。（農業）
・農高跡地を払下げて活用する。教職関係の者は島内に数多くおり、協
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・交通の便が悪いうえに船、飛行機とも運賃が高くて、我々年金者には
どうしても帰郷するのに二の足を踏む。格安便等、あればいいと思いま
す。
・何事も挑戦する気持ちは大事なことです。これからも活気あふれる町づ
くりに励んで下さい。
・徳之島全体（三町）徳之島町、天城町、伊仙町　一つの町として（３万
人)で農業・観光全てに考えることが良いと思う。
・何事に対しても負けない、強い精神力を養ってほしい。
・大久保町長と伊喜副町長のコンビで町を活性化して欲しい。
・関東奄美会では、奄美群島では徳之島が一番活気があると話す人（本
島や他の島）が多い。確かにそう思います。それは、徳之島の人たちの
明るい（どうにかなるさー）の考え方と思います。都会にあこがれて出て
都会の良さもわかりましたが島の自然や人情、島口の良さをつくづく感じ
ます。１人１人が自立できる考え方、行動を子ども達にしっかりと教えて
日本の宝といわれる徳之島にして下さいませ。（学校教育）
・さとうきびだけに頼らない、より生産性の高い農業に挑戦する政策を強
力に打ち出してほしい。（農業）
・観光資源の発掘とホテルの誘致政策を積極的に進めて頂きたい。（観
光）
・落花生栽培に力を注ぎ伊仙町の名産に育て上げ下さい。決して千葉産
には絶対負けることがありません。ますます伊仙町の発展をお祈り申し
上げます。（農業）
・自分は島で高校を卒業し東京で大学に入り、卒業したら田舎に戻るつ
もりでしたが、東京で就職、今に及んでおります。帰りたくても帰れなかっ
たわが故郷、これからの世代が帰郷して生活できる町にしてほしい。そ
のためには下記が実現要と考えます。
①仕事がある町（農業・土木以外の）　②収入がもっと多くある町　③活
気あふれる町　④若者の魅力あふれる町（企業誘致）　⑤老人に魅力の
ある町（老人福祉）
・離島の為に航空運賃が高い事。せめて４万５０００円位（往復）ですと、
毎年お墓参り位は帰れるように。この件は都会に住んでいる人の思いで
す。○道路整備に関して　・必要な道路整備はあると思うが、不必要な
物、またそれによって失われるものもあると思う。（景観、自然など）
・道路整備と同時に町全体の整備や商店街の整備等戦略的な整備が必
要であった。（道路）（商工業）
・飛行機代が高すぎる。以前、年金の件で役場にお世話になりました。温
かいお言葉が添えられて大変感動致しました。
・島口の保存（島口の奨励）、島唄など昔の島の生活を取り戻すような町
おこし事業も積極的にお願いします。各村々にある年中行事等は今から
でも少しづつとりもどして行ってもらいたい。（文化）
・役場の電話番号０９９７－８６－１０００（イセン）に変更し町をPR
・過去の政争に明け暮れた伊仙町からしますと本当にすばらしい町にな
りました。時代の流れといえばそれまでですが大久保町長２期頃より本
当に町民参加の町政が実現され、今や大島郡で一番活気のある町、
チャレンジ精神にすぐれた町として、多くの人たちから愛されている。農
業においても他の町村より大きく進歩していて、私は胸を張って話すこと
ができます。
・島の皆様の前向きに豊かに人情を持って明るく過ごされることを祈って
います。町長さんのもと頑張っておられることに拍手です。
・伊仙町でも県外でも少子高齢化社会です。県外においても多くの一世
が他界され、故郷伊仙町の自然の美しさ、「健康・長寿癒しの伊仙町」を
いかにアピールするかが課題です。二年後には奄美が自然遺産に登録
されるとお聞きしております。関東、中部、鹿児島、沖縄との郷土会と連
携をとり、観光に力を入れたいものです。各郷土会の有志を伊仙町に一
同に集会と町政の討論会を設けてはいかがでしょうか。
・高齢化が進み農地をどう生かしていくか。都会からの若者が島おこしが
できるよう、農地を家をあてがって、子どもを育てやすいようにすれば人
口も増えて活気づくのでは・・（定住）
・地域密着した町政を進めては。
・学校施設・グラウンド等の有効利用できるように開放しては。（学校教
育）
・稔る未来に。古里の山河か、心の宝満ちる事です。
・役場職員の皆様に、自己変革意識に目を醒ましていただく。公務員とし
て体を張って、未来の町づくりに努めてほしい。町から給料をもらってわ
が子を町の為、役立つ人へ教育しているでしょうか。（行政）（学校教育）
・議員の方々も改めて脚下照顧。参考すべき資料はいっぱいあります。
・県の農業試験場と連携して、一次産業の復活、食糧自給自足、日本の
食糧安保先導を目指してほしい。（農業）
・農高跡地を払下げて活用する。教職関係の者は島内に数多くおり、協
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町政全般に対するご意見，ご要望などご自由にご記入下さい。

・交通の便が悪いうえに船、飛行機とも運賃が高くて、我々年金者には
どうしても帰郷するのに二の足を踏む。格安便等、あればいいと思いま
す。
・何事も挑戦する気持ちは大事なことです。これからも活気あふれる町づ
くりに励んで下さい。
・徳之島全体（三町）徳之島町、天城町、伊仙町　一つの町として（３万
人)で農業・観光全てに考えることが良いと思う。
・何事に対しても負けない、強い精神力を養ってほしい。
・大久保町長と伊喜副町長のコンビで町を活性化して欲しい。
・関東奄美会では、奄美群島では徳之島が一番活気があると話す人（本
島や他の島）が多い。確かにそう思います。それは、徳之島の人たちの
明るい（どうにかなるさー）の考え方と思います。都会にあこがれて出て
都会の良さもわかりましたが島の自然や人情、島口の良さをつくづく感じ
ます。１人１人が自立できる考え方、行動を子ども達にしっかりと教えて
日本の宝といわれる徳之島にして下さいませ。（学校教育）
・さとうきびだけに頼らない、より生産性の高い農業に挑戦する政策を強
力に打ち出してほしい。（農業）
・観光資源の発掘とホテルの誘致政策を積極的に進めて頂きたい。（観
光）
・落花生栽培に力を注ぎ伊仙町の名産に育て上げ下さい。決して千葉産
には絶対負けることがありません。ますます伊仙町の発展をお祈り申し
上げます。（農業）
・自分は島で高校を卒業し東京で大学に入り、卒業したら田舎に戻るつ
もりでしたが、東京で就職、今に及んでおります。帰りたくても帰れなかっ
たわが故郷、これからの世代が帰郷して生活できる町にしてほしい。そ
のためには下記が実現要と考えます。
①仕事がある町（農業・土木以外の）　②収入がもっと多くある町　③活
気あふれる町　④若者の魅力あふれる町（企業誘致）　⑤老人に魅力の
ある町（老人福祉）
・離島の為に航空運賃が高い事。せめて４万５０００円位（往復）ですと、
毎年お墓参り位は帰れるように。この件は都会に住んでいる人の思いで
す。○道路整備に関して　・必要な道路整備はあると思うが、不必要な
物、またそれによって失われるものもあると思う。（景観、自然など）
・道路整備と同時に町全体の整備や商店街の整備等戦略的な整備が必
要であった。（道路）（商工業）
・飛行機代が高すぎる。以前、年金の件で役場にお世話になりました。温
かいお言葉が添えられて大変感動致しました。
・島口の保存（島口の奨励）、島唄など昔の島の生活を取り戻すような町
おこし事業も積極的にお願いします。各村々にある年中行事等は今から
でも少しづつとりもどして行ってもらいたい。（文化）
・役場の電話番号０９９７－８６－１０００（イセン）に変更し町をPR
・過去の政争に明け暮れた伊仙町からしますと本当にすばらしい町にな
りました。時代の流れといえばそれまでですが大久保町長２期頃より本
当に町民参加の町政が実現され、今や大島郡で一番活気のある町、
チャレンジ精神にすぐれた町として、多くの人たちから愛されている。農
業においても他の町村より大きく進歩していて、私は胸を張って話すこと
ができます。
・島の皆様の前向きに豊かに人情を持って明るく過ごされることを祈って
います。町長さんのもと頑張っておられることに拍手です。
・伊仙町でも県外でも少子高齢化社会です。県外においても多くの一世
が他界され、故郷伊仙町の自然の美しさ、「健康・長寿癒しの伊仙町」を
いかにアピールするかが課題です。二年後には奄美が自然遺産に登録
されるとお聞きしております。関東、中部、鹿児島、沖縄との郷土会と連
携をとり、観光に力を入れたいものです。各郷土会の有志を伊仙町に一
同に集会と町政の討論会を設けてはいかがでしょうか。
・高齢化が進み農地をどう生かしていくか。都会からの若者が島おこしが
できるよう、農地を家をあてがって、子どもを育てやすいようにすれば人
口も増えて活気づくのでは・・（定住）
・地域密着した町政を進めては。
・学校施設・グラウンド等の有効利用できるように開放しては。（学校教
育）
・稔る未来に。古里の山河か、心の宝満ちる事です。
・役場職員の皆様に、自己変革意識に目を醒ましていただく。公務員とし
て体を張って、未来の町づくりに努めてほしい。町から給料をもらってわ
が子を町の為、役立つ人へ教育しているでしょうか。（行政）（学校教育）
・議員の方々も改めて脚下照顧。参考すべき資料はいっぱいあります。
・県の農業試験場と連携して、一次産業の復活、食糧自給自足、日本の
食糧安保先導を目指してほしい。（農業）
・農高跡地を払下げて活用する。教職関係の者は島内に数多くおり、協
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す。
・何事も挑戦する気持ちは大事なことです。これからも活気あふれる町づ
くりに励んで下さい。
・徳之島全体（三町）徳之島町、天城町、伊仙町　一つの町として（３万
人)で農業・観光全てに考えることが良いと思う。
・何事に対しても負けない、強い精神力を養ってほしい。
・大久保町長と伊喜副町長のコンビで町を活性化して欲しい。
・関東奄美会では、奄美群島では徳之島が一番活気があると話す人（本
島や他の島）が多い。確かにそう思います。それは、徳之島の人たちの
明るい（どうにかなるさー）の考え方と思います。都会にあこがれて出て
都会の良さもわかりましたが島の自然や人情、島口の良さをつくづく感じ
ます。１人１人が自立できる考え方、行動を子ども達にしっかりと教えて
日本の宝といわれる徳之島にして下さいませ。（学校教育）
・さとうきびだけに頼らない、より生産性の高い農業に挑戦する政策を強
力に打ち出してほしい。（農業）
・観光資源の発掘とホテルの誘致政策を積極的に進めて頂きたい。（観
光）
・落花生栽培に力を注ぎ伊仙町の名産に育て上げ下さい。決して千葉産
には絶対負けることがありません。ますます伊仙町の発展をお祈り申し
上げます。（農業）
・自分は島で高校を卒業し東京で大学に入り、卒業したら田舎に戻るつ
もりでしたが、東京で就職、今に及んでおります。帰りたくても帰れなかっ
たわが故郷、これからの世代が帰郷して生活できる町にしてほしい。そ
のためには下記が実現要と考えます。
①仕事がある町（農業・土木以外の）　②収入がもっと多くある町　③活
気あふれる町　④若者の魅力あふれる町（企業誘致）　⑤老人に魅力の
ある町（老人福祉）
・離島の為に航空運賃が高い事。せめて４万５０００円位（往復）ですと、
毎年お墓参り位は帰れるように。この件は都会に住んでいる人の思いで
す。○道路整備に関して　・必要な道路整備はあると思うが、不必要な
物、またそれによって失われるものもあると思う。（景観、自然など）
・道路整備と同時に町全体の整備や商店街の整備等戦略的な整備が必
要であった。（道路）（商工業）
・飛行機代が高すぎる。以前、年金の件で役場にお世話になりました。温
かいお言葉が添えられて大変感動致しました。
・島口の保存（島口の奨励）、島唄など昔の島の生活を取り戻すような町
おこし事業も積極的にお願いします。各村々にある年中行事等は今から
でも少しづつとりもどして行ってもらいたい。（文化）
・役場の電話番号０９９７－８６－１０００（イセン）に変更し町をPR
・過去の政争に明け暮れた伊仙町からしますと本当にすばらしい町にな
りました。時代の流れといえばそれまでですが大久保町長２期頃より本
当に町民参加の町政が実現され、今や大島郡で一番活気のある町、
チャレンジ精神にすぐれた町として、多くの人たちから愛されている。農
業においても他の町村より大きく進歩していて、私は胸を張って話すこと
ができます。
・島の皆様の前向きに豊かに人情を持って明るく過ごされることを祈って
います。町長さんのもと頑張っておられることに拍手です。
・伊仙町でも県外でも少子高齢化社会です。県外においても多くの一世
が他界され、故郷伊仙町の自然の美しさ、「健康・長寿癒しの伊仙町」を
いかにアピールするかが課題です。二年後には奄美が自然遺産に登録
されるとお聞きしております。関東、中部、鹿児島、沖縄との郷土会と連
携をとり、観光に力を入れたいものです。各郷土会の有志を伊仙町に一
同に集会と町政の討論会を設けてはいかがでしょうか。
・高齢化が進み農地をどう生かしていくか。都会からの若者が島おこしが
できるよう、農地を家をあてがって、子どもを育てやすいようにすれば人
口も増えて活気づくのでは・・（定住）
・地域密着した町政を進めては。
・学校施設・グラウンド等の有効利用できるように開放しては。（学校教
育）
・稔る未来に。古里の山河か、心の宝満ちる事です。
・役場職員の皆様に、自己変革意識に目を醒ましていただく。公務員とし
て体を張って、未来の町づくりに努めてほしい。町から給料をもらってわ
が子を町の為、役立つ人へ教育しているでしょうか。（行政）（学校教育）
・議員の方々も改めて脚下照顧。参考すべき資料はいっぱいあります。
・県の農業試験場と連携して、一次産業の復活、食糧自給自足、日本の
食糧安保先導を目指してほしい。（農業）
・農高跡地を払下げて活用する。教職関係の者は島内に数多くおり、協
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第５次総合計画策定に関するアンケート結果（教職員）※アンケートは、無記名で回答。

問１．性別 問２．年齢

問７．暮らしやすいところですか。

問４．家族構成

問５．乳幼児や児童はいますか  問６．住まい

問８．自慢したいもの（１つ選択）※自由回答より、ジャンル別に分類。

問３．職業

41 
43 

男 女 

19 

19 

25 

21 

84 

２０代 

３０代 

４０代 

５０代 

合計数 

63 
21 

1

2

3

中学校教職員 小学校教職員 

14 

32 

38 

夫婦だけの世帯 

二世代世帯（親と子） 

三世代世帯（親と子と孫） 

単身世帯 

その他 

29 

55 

いる 

いない 

54 

30 

町内 

町外 

15 

29 

11 

1 

1 

暮らしやすい 

どちらかといえば暮らしやす

い 

どちらかといえば暮らしにく

い 

暮らしにくい 

わからない 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

美しい自然環境 

自然の豊かさ  

海や自然に囲まれたきれいな町 

美しい自然  

自然環境 

海・平地・山のバランスが良い 

自然が豊か 

自然がいっぱいで風景がすばらし… 

環境（自然の豊かさ（空や海の青さ） 

植物 

動物の多様さが一番 

すばらしい自然 

町の美しさ 

自然がいっぱい 

犬田布岬からの景色 

瀬田海海水浴場 

海 

ウミガメの産卵 

ウミガメも来る面縄浜 

きれいな海 

自然環境 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

地域の人々があたたかいところ 

人がおおらか  

人の温かさ 

温かい町民 

親しみやすい住民  

人が優しい 

人間の純粋さ 

子ども達がとても素直 

町民の人柄 

伊仙町の方々の心が温かい（やさしい） 

個性的な人々魅力的な人 

人のつながり、性格・気質 
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問８．自慢したいもの（１つ選択）※自由回答より、ジャンル別に分類。

<その他>

犬田布小・環境省のオオキンケイギク除去

・様々な企業が入ってきている
・町の中心に公共施設（ほーらい館など）や店など
が集中していて、便利。道路も広い
・犬田布は交通アクセスが良い。空港も港も20分程
度で行ける
・亀津のようにごみごみしておらず、郵便局等の生
活に必要な機関が１か所にあるので用事を済ませ
やすい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
高所にあるので、津波や浸水の心配がない
・地域全体があたたかいところ（人か？気候か？が
不明）1 

1 

1 

1 

1 

1 

仕事や生活に窮屈感

がない 

伝統・文化 

闘牛 

歴史（泉先生、阿権の

石垣など・・） 

泉芳朗さん 

山田酉吉さんなど 

文化・生活・歴史・偉

人 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

泉重千代さん 

子育てに良い 

出生率全国一 

出生率 

長寿 

子育ての環境に恵ま

れている 

長寿・子宝 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

地元産の果物 

地場産のおいしい野菜・果物 

野菜がおいしい 

果物（パッションフルーツ、マンゴー等） 

百菜  

食べ物 

食文化 

島食材にあふれ、それを活かそうと努力

しているところ 

給食がおいしい 

特産・食 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

お年寄りがとても元気 

素直で元気な子ども 

人が元気 

子ども達をはじめ、大

人も元気であるところ 

穏やかな雰囲気 

時間の流れがゆったり

している 

のんびりとしている 

行動・雰囲気 

11 

1 

2 

1 

1 

ほーらい館  

総合体育館などの施設 

体育館  

施設等が三町の中でも

一番充実している 

ほーらい館の先生方 

施設・人材 

2 

23 

19 

40 

2 

よく取り組んだ 

どちらかといえば取り組んだ 

どちらかといえば取り組んでいない 

取り組んでいない  

わからない  

自然環境を保全する運動に取り組んだか？（１つ） 
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問８．自慢したいもの（１つ選択）※自由回答より、ジャンル別に分類。
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素直で元気な子ども 

人が元気 

子ども達をはじめ、大

人も元気であるところ 
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時間の流れがゆったり
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11 
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ほーらい館  

総合体育館などの施設 

体育館  

施設等が三町の中でも

一番充実している 

ほーらい館の先生方 

施設・人材 

2 

23 

19 
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2 

よく取り組んだ 
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取り組んでいない  
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32 

40 

9 

4 

そう思う 

どちらかといえばそう思う 

どちらかといえばそう思わない 

そう思わない  

わからない  

小中学生の健全育成にふさわしい環境

か？ 

2 

44 

28 

8 

2 

そう思う 

どちらかといえばそう思う 

どちらかといえばそう思わない 

そう思わない  

わからない  

小中学生のあいさつやマナーが良い

か？ 

81 
4 

1

2

インターネットの活用 
活用していない 活用している 

3 
2 
2 

1 
2 

1

2

3

4

5

6

7

インターネットを活用していない理由 
興味がないため 

インターネットへ接続するパソコンや携帯電話等がないため 

通信速度が遅いなど、活用するための快適な環境が整っていないため 

パソコン等が簡単に使いこなせないため 

利用料金が高いため 

70 65 6 

1

2

3

4

5

6

7

インターネットの利用端末 
ゲーム機、テレビ等 モバイル端末（携帯電話、ＰＨＳ、携帯情報端末、タブレット端末） パソコン 
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（子育てに必要なサポート．その他の意見） （子育ての環境整備．その他の意見）

（その他の意見）

学童保育、親業の指導などをする機会・機関、学
校や公園など遊具を充実してほしい、中学生など
学習土曜教室の実施

夏休み、冬休み学童保育の充実、長期休みの
時の児童のあずかり施設の充実（わくわくが夏
休み、冬休みに無いのは、働く親としては困
る。）、学童保育の充実（時間の延長と長期休
業中）、病児保育施設、いろいろありますが、一
つあげれば、親業の指導のようなもの、学童
（長期休業中も）、歩いて学校から行くことがで
きる学童保育、年間通じて利用できる学童保
育、医療費の補助（中学生まで）、病児保育、病
気の子ども（急な熱とか）を一時的に預かってく
れる施設

伊仙町では、第4次総合計画策定時（平成１６
年度）に、まちの将来像として、キャッチフレー
ズ「健康・長寿癒しの伊仙（まち）」を掲げて、平
成１７～２６年度までの１０年間、各種施策に取
り組んでまいりました。

【停電時】放送が聞こえない。
学校の電話が不通になった、
放送が聞きづらい

9 

9 

19 

5 

22 

4 

1 

17 

30 

4 

13 

12 

13 

3 

7 

鹿児島子育て支援パスポートなどのサポート 

個別に相談にのってくれる。 

短期でも預けられる施設があったらいい 

長期でも預けられる施設があったらいい 

保育料が安くなること 

あたたかい声かけ（自宅訪問等） 

食育のアドバイス 

親に対して「精神的」なサポート 

子供が住むのに安心・安全な地域づくり 

地域の人達の協力 

保育園に通っていない子の一時預かりのよう

なシステム（託児所等） 

保育時間の延長（学童を含む） 

施設、設備の改善（学校の） 

ほーらい館キッズルームの開放（雨の日など） 

その他 

子育てに必要なサポートは？（２つ選択） 

26 

5 

41 

11 

4 

3 

3 

7 

3 

2 

9 

10 

13 

25 

2 

子供の遊び場（公園）の内容を充実（遊び場

が少ない） 

幼稚園（保育園）のすごし方を充実 

図書館をつくってほしい 

保育料を無料にしてほしい 

幼稚園・保育園利用時間の見直し 

入園年齢の引き下げ 

気軽におむつ交換ができる場所や授乳できる

場所を増やしてほしい 

学校内の空いてる教室を借りて、学童保育 

保育士のスキルアップ 

預かり保育の料金見直し 

へき地保育所、幼稚園に給食を支給 

教育環境の場（習い事）がもっとあればいい 

幼い子どもを持つ労働者が自由に勤務体系

を選択できるようにする 

夏休み、冬休みなど長期休みの時に利用でき

る施設がほしい 

その他 

子育ての環境整備に必要なのは？（２つ

選択） 

28 

11 

21 

23 

62 

3 

1 

12 

防災訓練に参加したことがある 

防災に関する講座に参加したことがある 

家族で災害時の避難場所などの話し合いをしたことがある 

家に非常持ち出し品（食料、応急医薬品、ラジオ、懐中電灯など）を準備している 

大雨警報などの気象情報に注意している 

大雨や台風などの災害に備えて、早めの避難（自主避難）をしたことがある 

自主防災組織（自治会等）で、避難時の炊き出し等、お互いに助け合うことを目的とした取組を… 

取り組んだことがない 

その他 
防災の取組を行ったか？（１つ） 

25 
36 

13 
6 

5 

よいと思う 
どちらかといえばよいと思う 

どちらかといえばよいと思わない 
よいと思わない  

わからない  
町の防災体制についてどう思うか？（１つ） 

57 25 

1

2

キャッチフレーズを知っていたか？ 知らない 知っている 
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気の子ども（急な熱とか）を一時的に預かってく
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大雨や台風などの災害に備えて、早めの避難（自主避難）をしたことがある 
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どちらかといえばよいと思わない 
よいと思わない  

わからない  
町の防災体制についてどう思うか？（１つ） 
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5 
46 

21 
2 

8 

満足している 

やや不満である 

わからない  

町の行政施策の満足度 

4 

3 

8 

3 

3 

31 

2 

4 

3 

41 

50 

45 

47 

37 

47 

37 

49 

47 

33 

30 

21 

22 

28 

5 

35 

25 

32 

7 

2 

11 

12 

13 

1 

8 

3 

2 

交通・情報体系の整備 意見：ラジオ・TVの通信状況が悪い 

産業の振興と地域経済の活力 

生活環境の整備と充実 

保険医療及び福祉の充実 

教育の充実と文化の高揚 

まちづくり交付金事業（ほーらい館、百菜） 

計画的・効率的行財政運営 

協働のまちづくり 

広域行政の推進（観光・産業・福祉・医療・ゴミ処理など） 意見：観光面が弱いのでは？ 

第４次総合計画施策の満足度 
不満 やや不満 やや満足 満足 

24 
27 

8 
4 

27 
44 

13 
4 

36 
9 

11 
28 

7 
3 

1 

交通の便や住環境が良い暮らしやすい快適なまち 
海、山、川をはじめとした自然環境の保全に努め、自然が豊かなまち 

観光資源を活かし、多くの観光客が訪れるまち 
スポーツが盛んで、健康に暮らせるまち 
犯罪、事故が少なく、安全に暮らせるまち 

文化や教育が充実し、生きがいをもって暮らせるまち 
障がい者や子ども、高齢者を大切にするまち 

中心市街地に人が集い、にぎわいのあふれるまち 
病院や診療所などの医療サービスが充実し、安心して暮らせるまち 

地場産業が盛んで、活気にあふれるまち 
積極的な企業誘致などにより、雇用機会に恵まれるまち 

未来を築く子どもが健やかに育つまち 
ブランド等を創出するなど、他の都市にはない魅力を持った個性の… 

町民が主体的に町政に参画し、行政との協働で進めるまち 
その他 

どのような町になってほしいか。（３つ選択） 

27 

44 

51 

47 

58 

15 

43 

23 

37 

46 

36 

27 

31 

23 

55 

35 

52 

43 

7 

2 

3 

2 

2 

12 

3 

7 

2 

1 
交通・情報体系の整備 

産業の振興と地域経済の活力 

生活環境の整備と充実 

保険医療及び福祉の充実 

教育の充実と文化の高揚 

まちづくり交付金事業（ほーらい館、百菜） 

計画的・効率的行財政運営 

協働のまちづくり 

広域行政の推進（観光・産業・福祉・医療・ゴミ処理など） 

今後の重要度 
重要でない あまり重要でない やや重要 重要 
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4 

3 

8 

3 

3 

31 

2 

4 

3 

41 

50 

45 

47 

37 

47 

37 

49 

47 

33 

30 

21 

22 

28 

5 

35 

25 

32 

7 

2 

11 

12 

13 

1 

8 

3 

2 

交通・情報体系の整備 意見：ラジオ・TVの通信状況が悪い 

産業の振興と地域経済の活力 

生活環境の整備と充実 

保険医療及び福祉の充実 

教育の充実と文化の高揚 

まちづくり交付金事業（ほーらい館、百菜） 

計画的・効率的行財政運営 

協働のまちづくり 

広域行政の推進（観光・産業・福祉・医療・ゴミ処理など） 意見：観光面が弱いのでは？ 

第４次総合計画施策の満足度 
不満 やや不満 やや満足 満足 

24 
27 

8 
4 

27 
44 

13 
4 

36 
9 

11 
28 

7 
3 

1 

交通の便や住環境が良い暮らしやすい快適なまち 
海、山、川をはじめとした自然環境の保全に努め、自然が豊かなまち 

観光資源を活かし、多くの観光客が訪れるまち 
スポーツが盛んで、健康に暮らせるまち 
犯罪、事故が少なく、安全に暮らせるまち 

文化や教育が充実し、生きがいをもって暮らせるまち 
障がい者や子ども、高齢者を大切にするまち 

中心市街地に人が集い、にぎわいのあふれるまち 
病院や診療所などの医療サービスが充実し、安心して暮らせるまち 

地場産業が盛んで、活気にあふれるまち 
積極的な企業誘致などにより、雇用機会に恵まれるまち 

未来を築く子どもが健やかに育つまち 
ブランド等を創出するなど、他の都市にはない魅力を持った個性の… 

町民が主体的に町政に参画し、行政との協働で進めるまち 
その他 

どのような町になってほしいか。（３つ選択） 

27 

44 

51 

47 

58 

15 

43 

23 

37 

46 

36 

27 

31 

23 

55 

35 

52 

43 

7 

2 

3 

2 

2 

12 

3 

7 

2 

1 
交通・情報体系の整備 

産業の振興と地域経済の活力 

生活環境の整備と充実 

保険医療及び福祉の充実 

教育の充実と文化の高揚 

まちづくり交付金事業（ほーらい館、百菜） 

計画的・効率的行財政運営 

協働のまちづくり 

広域行政の推進（観光・産業・福祉・医療・ゴミ処理など） 

今後の重要度 
重要でない あまり重要でない やや重要 重要 
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○町政全般に対するご意見，ご要望などご自由にご記入下さい。
・文化的な環境整備としてコミュニティー型の新設の図書館をお願いしたい。（社会教
育）
・水道水の質を上げてほしい。（水道）
・子供達の安心・安全のために薬剤師を伴った水道の水質検査、消防設備の点検は
実施してほしい。
（せめて年1回は）財政が厳しいのは分かるが、大切なことなのでぜひお願いします。
（水道）
・様々な取り組みがなされており住みやすい町だなと感じております。一つだけお願い
があります。それは教職員の住居の事です。
・教育の充実と文化の高揚と言っているのに、学校の図書予算や教育予算が少な
い。（学校教育）
・まちづくりは人づくり。人づくりは教育である。教育に予算をかけるべきである。また
図書館から離れている子供たちに本を届けるためにも移動図書の車を購入して
ほしい。（学校教育）（社会教育）
・水道事業についてだが、伊仙にはAコープ、エブリワン、老人施設など水を必要とす
るところが増加している。水資源の確保と浄水場（上水道）を増やす、
施設の改良などしていかないと水不足に陥る。また（道路に埋没している）水道管の
点検もきちんとした計画と実行を。（水道）
・各学校の水質検査もあわせて実施してほしい。（水道）
・学童保育（わくわくクラブ）が長期休暇中にないのは、働く父母にとっては預けるとこ
ろが無く負担である。夏休み、冬休みも実施してほしい。（保育）
・徳之島町、天城町は土曜日に学士村、学力向上をめざして学習会を開いている。地
域から伊仙町はないのかといった意見もある。学びたいが塾に行くお金が無い
などの子ども達を救う手だてを。（学校教育）
・伊仙町中央公民館の図書室を仕事帰りにも利用できるように、開館時間の延長。そ
のために職員の勤務時間を早番・遅番にするなど人員を増やしてほしい。
（社会教育）
・生活環境の整備のため、生活に欠かせない水（水道事業）をしっかりしてほしい。
（水道）
・歩道が少ない。また歩道があっても草木が多く茂り、歩道を歩けない。定期的に草を
刈ってほしい。（道路）
・安全・安心の町づくりとして水道水を安心して飲める環境にしてほしい。（水道）
・大人が手本を示し、子ども達が健全に育つ町づくりをお願いします。（学校教育）
・（日常の）住民サービスに関して不満足に思ったことはありません。
・道路の整備が信じられないほど遅れている。（道路）
・ライフラインの整備を最優先すべきでは？（水道）（住環境）
・水道がよく止まり、困っています。（断水）（水道）
・伊仙町の将来を背負う子供たちが充実した環境で、健やかに成長できるようにして
ほしいです。（住環境）
・企業誘致が大事。働き場所が無いと若い人は町内に定着しない。長い目で見ると、
いずれ三町合併であるが、できるだけ単独の方がさびれない。（企業誘致）
・闘牛のフンをしっかりと処理してほしい。（住環境）
・水道の水が泥水や臭い時があるため、何とか対策を取ってほしい。（水道）
・転勤で伊仙町に赴任しました。農産物など魅力的なものが多く、もっと発信できれば
と思います。（情報）
・天城町のように、中学校での土曜補習を行い、町全体で学力向上に取り組んでほし
い。（学校教育）
・沖永良部のように、洞窟探険を企画すれば、観光客が多く訪れると思う。鍾乳洞な
どたくさんあるので・・・。（観光）
・子どもは町の未来の宝だと思っています。30代40代の子育て世代に頑張ってもらい
たいです。頑張るためには就業や福祉の支援が必須。（企業誘致）（福祉）
・Aコープ、エブリワンが開店した事には大変助かっています。飲食店が増え、企業誘
致等により町が活性化していってほしいです。（企業誘致）
・交通マナーが悪い人が増えているようです。何か対策を！（交通）
・伊仙町の将来のためには、若者が定住できるように、仕事と住宅の安定が必要だと
思います。（企業誘致）（住宅）
・クリーンな町政　・公職選挙法の遵守
・台風等の際、伊仙町が最もインフラが弱い。他町は何事もなくとも、伊仙町は停電、
断水が多い。
また、水道水の質が悪いため、改善してほしい。（住環境）（水道）
・子ども達の教育条件整備に力を入れていただきたい。（学校教育）
・部活動の存続が厳しい。チームが組めない。部活を頑張れる環境が整っていませ
ん。（学校教育）

135

134 135



・文化的な環境整備としてコミュニティー型の新設の図書館をお願いしたい。（社会教
育）
・水道水の質を上げてほしい。（水道）
・子供達の安心・安全のために薬剤師を伴った水道の水質検査、消防設備の点検は
実施してほしい。
（せめて年1回は）財政が厳しいのは分かるが、大切なことなのでぜひお願いします。
（水道）
・様々な取り組みがなされており住みやすい町だなと感じております。一つだけお願い
があります。それは教職員の住居の事です。
・教育の充実と文化の高揚と言っているのに、学校の図書予算や教育予算が少な
い。（学校教育）
・まちづくりは人づくり。人づくりは教育である。教育に予算をかけるべきである。また
図書館から離れている子供たちに本を届けるためにも移動図書の車を購入して
ほしい。（学校教育）（社会教育）
・水道事業についてだが、伊仙にはAコープ、エブリワン、老人施設など水を必要とす
るところが増加している。水資源の確保と浄水場（上水道）を増やす、
施設の改良などしていかないと水不足に陥る。また（道路に埋没している）水道管の
点検もきちんとした計画と実行を。（水道）
・各学校の水質検査もあわせて実施してほしい。（水道）
・学童保育（わくわくクラブ）が長期休暇中にないのは、働く父母にとっては預けるとこ
ろが無く負担である。夏休み、冬休みも実施してほしい。（保育）
・徳之島町、天城町は土曜日に学士村、学力向上をめざして学習会を開いている。地
域から伊仙町はないのかといった意見もある。学びたいが塾に行くお金が無い
などの子ども達を救う手だてを。（学校教育）
・伊仙町中央公民館の図書室を仕事帰りにも利用できるように、開館時間の延長。そ
のために職員の勤務時間を早番・遅番にするなど人員を増やしてほしい。
（社会教育）
・生活環境の整備のため、生活に欠かせない水（水道事業）をしっかりしてほしい。
（水道）
・歩道が少ない。また歩道があっても草木が多く茂り、歩道を歩けない。定期的に草を
刈ってほしい。（道路）
・安全・安心の町づくりとして水道水を安心して飲める環境にしてほしい。（水道）
・大人が手本を示し、子ども達が健全に育つ町づくりをお願いします。（学校教育）
・（日常の）住民サービスに関して不満足に思ったことはありません。
・道路の整備が信じられないほど遅れている。（道路）
・ライフラインの整備を最優先すべきでは？（水道）（住環境）
・水道がよく止まり、困っています。（断水）（水道）
・伊仙町の将来を背負う子供たちが充実した環境で、健やかに成長できるようにして
ほしいです。（住環境）
・企業誘致が大事。働き場所が無いと若い人は町内に定着しない。長い目で見ると、
いずれ三町合併であるが、できるだけ単独の方がさびれない。（企業誘致）
・闘牛のフンをしっかりと処理してほしい。（住環境）
・水道の水が泥水や臭い時があるため、何とか対策を取ってほしい。（水道）
・転勤で伊仙町に赴任しました。農産物など魅力的なものが多く、もっと発信できれば
と思います。（情報）
・天城町のように、中学校での土曜補習を行い、町全体で学力向上に取り組んでほし
い。（学校教育）
・沖永良部のように、洞窟探険を企画すれば、観光客が多く訪れると思う。鍾乳洞な
どたくさんあるので・・・。（観光）
・子どもは町の未来の宝だと思っています。30代40代の子育て世代に頑張ってもらい
たいです。頑張るためには就業や福祉の支援が必須。（企業誘致）（福祉）
・Aコープ、エブリワンが開店した事には大変助かっています。飲食店が増え、企業誘
致等により町が活性化していってほしいです。（企業誘致）
・交通マナーが悪い人が増えているようです。何か対策を！（交通）
・伊仙町の将来のためには、若者が定住できるように、仕事と住宅の安定が必要だと
思います。（企業誘致）（住宅）
・クリーンな町政　・公職選挙法の遵守
・台風等の際、伊仙町が最もインフラが弱い。他町は何事もなくとも、伊仙町は停電、
断水が多い。
また、水道水の質が悪いため、改善してほしい。（住環境）（水道）
・子ども達の教育条件整備に力を入れていただきたい。（学校教育）
・部活動の存続が厳しい。チームが組めない。部活を頑張れる環境が整っていませ
ん。（学校教育）
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第５次総合計画策定に関するアンケート結果（審議会委員）※アンケートは、無記名で回答。
1　伊仙町政について

２「奄美群島成長戦略ビジョン」について
２（１） ２（３）

２（２） ２（４）

２（５）

1（２）現在の町政で「改善した方がいい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで）
55.選択肢に無い場合
・隣町ですが、分別袋の色別が週に分別されているのが疑問に思います。
・かごしま探検の会との連携。行政側で協議会の立ち上げが急務である。
・民泊事業を通して小規模校との交流体験の受入（地元小規模校との交流）
・廃屋対策（不用心・景観が悪い）を急いで欲しい。（その見苦しさに恥ずかしささえ感じる。）
・節電・エコ（特にほーらい館の外灯は多すぎるうえ明るすぎるという思いで）選んだ。　（植物にも良
くない、周辺の夜の環境として明るすぎるので落ち着かない、もったいない）

３　「伊仙町総合計画」その他について自由意見
・宿泊施設が早急に必要である。
・過去の計画の成果がどれだけ実現できたか、ま
た、検証会等も必要ではないか。

5 

3 

8 

回答者の年代 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 1 

2 

1 1 1 

2 

4 

1 1 

3 

1 1 1 1 1 

2 2 

1 

3 

1 1 1 1 1 1 1 

伊仙町政について 
現在の町政で「よい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで） 現在の町政で「改善した方がいい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで） 

1 

1 

1 

2 

2 

保健福祉が充実し、お年寄りから赤ちゃんまで安心

して暮らせるまち 

自然と観光資源を活かした観光・交流のまち 

生活環境が整備された住みよいまち 

農林水産業の振興を中心としたまち 

安全で快適な生活が営めるまち 

商工業がさかんで、活気のあるまち 

伝統や文化を大切にした教育環境の整備されたま

ち 

防災機能が整った安全なまち 

伊仙町の将来像 
今後の将来像として、どんなまちづくりを期待しますか？（１つ） 

6 

2 
ご存知でしたか？ 

奄美群島成長戦略ビジョンについて 
知らなかった 知っている 

3 

3 

よく知っている 

ある程度知っている 

知っているが、新聞等で目にしただけである 

成長戦略ビジョンの内容について 
その内容について、どの程度知っていますか？ 

7 
1 

この中で、基本理念を「群島民が幸せに生活するため、

重点３分野（農業・観光/交流・情報）を基軸として、雇用
の創出に重点を置いた産業振興を目指す」とあるが、こ

れについて、どう思いますか？ 

基本理念について 
イメージしにくく、目標が分かりづらい イメージしやすく、いい目標だと思う 

8 

ビジョンの実施計画と奄美群島１２市町村総合計画は連

携した事業の推進を図る。と謳っていますが、どう思いま

すか？ 
 
 

成長戦略ビジョンとの連携について 
町独自で予算確保できれば、必要ない 国や県（特に「奄振」）予算確保のため、必要なことだと思う 

7 1 ビジョンについての勉強会があれば、参加

したいですか？ 

ビジョン勉強会への参加 
したくない したい 
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1　 伊仙町政について

２　「奄美群島成長戦略ビジョン」について

２（１） ２（３）

２（２） ２（４）

２（５）

第５次総合計画策定部会参考資料（４０～５０代職員アンケート結果分析）※アンケートは、無記名で回答。

1（１）現在の町政で「よい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55.選択肢に無い場合
・なし
・良いところもありますが、課題もそれぞれあると思い、選択が難しいです。

1（２）現在の町政で「改善した方がいい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで）   　           　　　   　55.選択肢に無い場合
・オール徳之島化（事業等の広域化）

（その他意見）  ・群島一体として取り組める事業と、町独自でした方が効率の
良い事業があり必ずしも一致する必要が無いが、ビジョンは大切にしたい。

・絵に描いたもちにならないよう、各課各人、伊仙町の将来がどうあるべきか真
剣に考え、計画をたててほしい。
・町財政計画と並行して実現できる計画を策定してほしい。

・総合計画を策定するにあたり、伊仙町の現状と課題をふまえ、将来実現可能
となるよう、大学教授など専門的な方々のコーディネーターも必要と思います。
・町民が幸せになるために産業振興は重要。教育も～農業①、観光②、福祉
③企画分野など

３　「伊仙町総合計画」その他について自由意見
・海士町の総合計画作りを参考に、行政主体でなく、町民の各分野の方々を入
れての議論、計画
・島外の意見を聞く。島は本土より１０年は遅れている。
・廃止した事業や新規事業等があるので見直しが必要。

・計画実施の中で各年度ごとに実施状況の精査を行ってほしい。計画策定時
には、事業の優先順位を明確にして下さい。

6 
5 

11 

7 
6 

35 

４０代前半 ４０代後半 ５０代前半 ５０代後半 不 明 合計数 

回答者の年代 

1 

4 

1 
2 

3 

1 
2 

1 1 

3 

1 1 

7 

1 1 

7 

10 

17 

1 
2 

3 

1 
2 

1 1 
2 

1 
2 2 

1 

3 

1 

3 

1 

4 
5 5 

1 1 

3 
4 

1 

4 

1 1 

10 

1 1 

5 

2 
1 

4 

1 
2 

3 
2 

1 1 

4 

1 

3 
4 

1 
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伊仙町政について 
現在の町政で「よい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで） 現在の町政で「改善した方がいい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで） 

8 

4 

6 

6 

1 

4 

4 

保健福祉が充実し、お年寄りから赤ちゃんまで安心して暮らせる

まち 

自然と観光資源を活かしたもてなしと癒しのまち 

生活環境が整備された住みよいまち 

農林水産業の振興を中心に産業が立ち上がるまち 

集落自治を推進した、すべての町民が主役のまち 

町の可能性（企業誘致等）を取り入れた活気のあるまち 

歴史や伝統文化を大切にした教育環境の整備されたまち 

防災機能が整った安全で快適な生活が営めるまち 

世界自然遺産登録・定住促進に取り組み、交流人口を増やすま

ち 

伊仙町の将来像 
今後の将来像として、どんなまちづくりを期待しますか？（１つ） 

24 

9 
ご存知でしたか？ 

奄美群島成長戦略ビジョンについて 
知らなかった 知っている 

2 

10 

12 

よく知っている 

ある程度知っている 

知っているが、新聞等で目にしただけである 

成長戦略ビジョンの内容について 
その内容について、どの程度知っていますか？ 

18 
13 

この中で、基本理念を「群島民が幸せに生活するため、重点３分野（農業・観光/交
流・情報）を基軸として、雇用の創出に重点を置いた産業振興を目指す」とあるが、こ

れについて、どう思いますか？ 
 

基本理念について 
イメージしにくく、目標が分かりづらい イメージしやすく、いい目標だと思う 

31 

ビジョンの実施計画と奄美群島１２市町村総合計画は連携した事業の推進を図る。

と謳っていますが、どう思いますか？ 
 
 

成長戦略ビジョンとの連携について 
町独自で予算確保できれば、必要ない 国や県（特に「奄振」）予算確保のため、必要なことだと思う 

24 
7 

ビジョンについての勉強会があれば、参加したいですか？ 

ビジョン勉強会への参加 
したくない したい 
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第５次総合計画策定部会参考資料（役場若手職員アンケート結果分析）※アンケートは、無記名で回答。

２　「奄美群島成長戦略ビジョン」について

２（１）

２（２）

２（３） ２（５）

２（４）

３　「伊仙町総合計画」その他について自由意見

　(したいの回答で「私の行っている仕事のスキルを
上げるために。」）

1 伊仙町政について
1（１）現在の町政で「よい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで）
55.選択肢に無い場合
・すべてにおいて「より良い」に向けて推進の途中だと思います。また、自身
の勉強不足により「よい」かどうか判断できない分野もあるので、○できませ
ん。すみません。

1（２）現在の町政で「改善した方がいい」と思うのは、どの分野ですか？（３つまで）　　　　　　55.選択肢に無い場合
・高齢者の役割づくり。→保健福祉それにともない43.伝統文化の保存や継承→文化、50.介護の対策（予防）→保
健予防、その他高齢者の生きがいづくり→保健福祉へつながると思います。
・畑総後の農道整備→道路と雨の時の赤土流出→環境保全。
・図書館の充実→学校教育

・財政的に負担をかけない事業を計画的に行えるよう、総合計画を策定したほうがいい。→行財政
・（町総合計画を）知らない職員も多いと思うので、１名１冊配布もしくはアイポで配布してはと思う。
・働き世代の若い人達が働く場所があり、住む場所があればもっと活気あるまちになれるような計画をお願いします。
→住宅/定住
・子どもから高齢者、障害者も住みやすい環境作り。→住宅/定住　交通手段・福祉バス等の充実→交通安全対策
・今までの評価をふまえ、どうありたいかを明確にする必要があると思います。他市町村の事例も確認し、良い政策は
取り入れると良いかもしれません。
・道のど真ん中に落ちている牛のふんや土が不潔な印象を与える。→環境保全
・ゆとりある歩道の確保やバリヤフリ―などを配慮し、未整備区間の早期整備を進められたらいいと思います。→道路
・学問の充実→学校教育
・僕の勉強不足だと思いますがインターネットなどでは「伊仙町総合計画」についての情報があまり見つけられませんで
した。もっと町民や様々な人で「情報共有」していく必要があると思うし、「可視化」していくことも重要だと考えます。ま
た、計画についての進捗状況を年度ごとに確認し、都度修正や不足分を補っていく取組が必要だと思います。
・そもそもの「伊仙町総合計画」自体周知されていない状況である為、まずは具体的な計画案の周知から徹底すべきで
ある。
・計画を実行に移し、実現する為には、どうあるべきかという事を職員のひとりひとりが深く考えることからのスタートだ
と思う。現状のままでは何も変わらないし、何年経っても今のままだと思う。

2 

9 

4 

1 

3 
2 

3 

社会教育 社会教育 社会教育 学校教育 

生涯学習や文

化活動 
スポーツ施設

や活動 
青少年の健全

育成 
幼稚園や学校

教育 

学校教育・社会教育 
系列1 系列2 

2 
6 

11 9 
13 

41 

２０代前半 ２０代後半 ３０代前半 ３０代後半 不 明 合計数 

回答者の年代 

7 

3 

3 

4 

1 

8 

1 

1 

1 

保健福祉が充実し、お年寄りから赤ちゃんまで安心して暮らせるまち 

自然と観光資源を活かした観光・交流のまち 

生活環境が整備された住みよいまち 

農林水産業の振興を中心としたまち 

安全で快適な生活が営めるまち 

集落自治を推進した、すべての町民が主役のまち 

商工業がさかんで、活気のあるまち 町の可能性（企業誘致等）を取り入れた

活気のあるまち     

伝統や文化を大切にした教育環境の整備されたまち 

防災機能が整った安全なまち 

世界自然遺産登録・定住促進に取り組み、交流人口を増やすまち 

伊仙町の将来像 
今後の将来像として、どんなまちづくりを期待しますか？（１つ） 

22 12 
この中で、基本理念を「群島民が幸せに生活するため、重点３分野（農業・観光/交流・情
報）を基軸として、雇用の創出に重点を置いた産業振興を目指す」とあるが、これについ

て、どう思いますか？ 
 

基本理念について 
イメージしにくく、目標が分かりづらい イメージしやすく、いい目標だと思う 

34 
ビジョンの実施計画と奄美群島１２市町村総合計画は連携した事業の推進を図る。と謳っ

ていますが、どう思いますか？ 
 

成長戦略ビジョンとの連携について 
町独自で予算確保できれば、必要ない 国や県（特に「奄振」）予算確保のため、必要なことだと思う 

30 

1  

9 ビジョンについての勉強会があれば、参加し

たいですか？ 

ビジョン勉強会への参加 
したくない (内容次第） したい 

23 
16 ご存知でしたか？ 

奄美群島成長戦略ビジョンについて 
知らなかった 知っている 

1 

5 

17 

よく知っている 

ある程度知っている 

知っているが、新聞等で目にしただけであ

る 

成長戦略ビジョンの内容について 
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○伊仙町振興計画審議会条例 

昭和44年６月30日条例第17号 

改正 

昭和44年９月20日条例第29号 

伊仙町振興計画審議会条例 

（設置） 

第１条 町長の諮問に応じ、伊仙町振興計画に関し、必要な事項を調査及び審議させるため、伊仙町振興計画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員15人をもつて組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。 

(１) 町議会の議員 

(２) 町教育委員会の委員 

(３) 町農業委員会の委員 

(４) 町の職員 

(５) 公共団体の役員又は職員 

(６) 学識経験者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会長は、会議の議長となる。 

４ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は企画課において処理する。 
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（雑則） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年７月１日から適用する。 

附 則（昭和44年９月20日条例第29号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 伊仙町振興計画審議会委員（１５人） 
  氏  名 役   職 備 考 

1 幸多   実 町社会福祉協議会会長 伊仙町振興計画審議会 会長 

2 浜口  正仁 徳之島観光連盟副会長 伊仙町振興計画審議会副会長・審議会観光部会 

3 琉   理人 町議会議長   

4 永岡  良一 町議会副議長   

5 藤島  正廣 町農業委員会長   

6 松永  晶子 町教育委員   

7 米山  寿八郎 町駐在員会長   

8 徳   範文 NPOいせん 1.1事務局長   

9 松田  りえ子 NPO徳之島虹の会理事   

10 佐倉  功一 町商工会副会長   

11 堀江  淳一 町行政運営調査会会長   

12 田中  良子 町地域女性連会長代行   

13 明石  八重 JAあまみ伊仙支所長   

14 中村  孝雄 町連合青年団長   

15 樺山   誠 伊仙町総務課長   
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職 氏　　名 備　　考

委 員 長 町 長 大久保 明

副委員長 副 町 長 伊 喜 功

副委員長 教 育 長 直 章 一 郎

委 員 総 務 課 長 樺 山 誠 行財政部会長

委 員 企 画 課 長 池 田 俊 博 定住・企画調整部会長

委 員 税 務 課 長 益 一 男 行財政部

委 員 町 民 生 活 課 長 伊 藤 勝 徳 人権部会長

委 員 保 健 福 祉 課 長 松 田 一 郎 福祉対策部会長

委 員 経 済 課 長 上 木 義 一 産業振興（農業）部会長

委 員 建 設 課 長 中 熊 俊 也 建設・耕地部会長

委 員 耕 地 課 長 穂 浩 一 建設・耕地部

委 員 環 境 課 長 美 延 治 郷 環境・衛生部会長

委 員 水 道 課 長 喜 昭 也 環境・衛生部

委 員 会 計 課 長 幸 多 健 策 行財政部

委 員 ほ ー ら い 館 館 長 仲 武 美 福祉対策部

委 員 教育委員会総務課長 鶴 永 宏 造 学校教育部会長

委 員 社 会 教 育 課 長 西 吉 広 社会教育部会長

委 員 給 食 セ ン タ ー 所 長 永 島 均 学校教育部

委 員 歴 史 民 俗 資 料 館 長 四 本 延 宏 文化部会長

委 員 議 会 事 務 局 長 佐 平 勝 秀 行財政部

委 員 農業委員会事務局長 益 岡 稔 産業振興（農業）部

委 員 選挙管理委員会書記長 當 吉 郎 行財政部

委 員 総 務 課 長 補 佐 田 島 輝 久 行財政部（財政）

委 員 総 務 課 長 補 佐 仲 島 正 敏 行財政部（行政）

伊 仙 町 振 興 計 画 策 定 委 員 名 簿
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職 氏　　名 備　　考

委 員 長 町 長 大久保 明

副委員長 副 町 長 伊 喜 功

副委員長 教 育 長 直 章 一 郎

委 員 総 務 課 長 樺 山 誠 行財政部会長

委 員 企 画 課 長 池 田 俊 博 定住・企画調整部会長

委 員 税 務 課 長 益 一 男 行財政部

委 員 町 民 生 活 課 長 伊 藤 勝 徳 人権部会長

委 員 保 健 福 祉 課 長 松 田 一 郎 福祉対策部会長

委 員 経 済 課 長 上 木 義 一 産業振興（農業）部会長

委 員 建 設 課 長 中 熊 俊 也 建設・耕地部会長

委 員 耕 地 課 長 穂 浩 一 建設・耕地部

委 員 環 境 課 長 美 延 治 郷 環境・衛生部会長

委 員 水 道 課 長 喜 昭 也 環境・衛生部

委 員 会 計 課 長 幸 多 健 策 行財政部

委 員 ほ ー ら い 館 館 長 仲 武 美 福祉対策部

委 員 教育委員会総務課長 鶴 永 宏 造 学校教育部会長

委 員 社 会 教 育 課 長 西 吉 広 社会教育部会長

委 員 給 食 セ ン タ ー 所 長 永 島 均 学校教育部

委 員 歴 史 民 俗 資 料 館 長 四 本 延 宏 文化部会長

委 員 議 会 事 務 局 長 佐 平 勝 秀 行財政部

委 員 農業委員会事務局長 益 岡 稔 産業振興（農業）部

委 員 選挙管理委員会書記長 當 吉 郎 行財政部

委 員 総 務 課 長 補 佐 田 島 輝 久 行財政部（財政）

委 員 総 務 課 長 補 佐 仲 島 正 敏 行財政部（行政）

伊 仙 町 振 興 計 画 策 定 委 員 名 簿
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第５次伊仙町総合計画策定に係る経過

・役場若手職員（40歳以下）アンケート 20・30代職員対象
・各分野に作成様式作成を指示 部会ごとに依頼
・策定に係るプロジェクトチーム設立 部会担当各課長をリーダーに指名し、結成を指示
・役場職員（40歳以上・新規採用）アンケート 町執行部及び各課・局長を委員に委嘱
・奄美群島広域事務組合との協議

・策定委員の委嘱 町執行部及び各課・局長を委員に委嘱
・「第４次総合計画」達成度評価を各課に指示 本計画策定の参考となる前計画の評価表提出を指示
・集落及び各種団体へのアンケート 各集落の方や各種団体役員等へのアンケート
・第１回審議会（７月16日） 策定スケジュールや策定方法について協議
・郷友会・教職員アンケート 関東・関西等郷友会の方や町内赴任の教職員を対象
・各分野に策定部会での協議を指示 部会ごとに依頼
・計画策定に係る自由意見を募集

・（商工）観光専門部会（９月４日） 主に観光分野について、専門の委員と役場職員で協議
・まちづくり座談会での本計画説明及び意見交換町民に対する説明及び意見交換
・第２回審議会（10月17日） 主に、計画作成案について協議
・第５次総合計画「前中期事業計画」作成を指示平成27～33年度の事業計画作成を各課に指示
・町長マニフェストとの整合表作成を各課に指示

・情報専門部会 役場若手職員若干名による部会で情報分野の計画を策定
・第３回審議会（1２月９日）

・第５次総合計画素案取りまとめ 審議会委員及び策定委員に送付し、閲覧
・第４回審議会（２月２日） 主に、本計画冊子案について協議
・第４回審議会（最終）審議会答申 会長が内容を最終確認し、町長へ本計画を答申
・第５次総合計画冊子完成・配布 審議会委員や町議会議員及び各関係機関に冊子を配布

本計画重点プロジェクト及び作成様式（案）について協
議

平成26年12月

平成27年1月

平成27年2月

平成27年3月

本計画策定において、町長が掲げるマニフェストとの整
合を指示平成26年11月

平成25年8月

奄美群島成長戦略ビジョンとの整合性を踏まえ、組合と
の連携を図るべく、計画策定方法や町の将来像について
広域職員と協議

平成26年4月

平成26年5月

平成26年7月

全戸配布のチラシや町公式サイトを通じて、自由意見を
募集

平成26年8月

平成26年9月

平成26年10月

日　　時 作業内容 備　　考
平成25年5月 ・審議会委員に委嘱する方へのアンケート 委嘱を考えている方、15名を対象

 

 

 

 

伊仙町長 

（町執行部） 

助言・指導 

諮問 

集落・団体  

町振興計画審議会  
（委員は別紙のとおり） 

答申 

提案 

策定部会（委員は別紙のとおり） 

事務局（役場企画課） 

農業 観光/交流 情報 文化 定住 道路/農地 環境 保健福祉 教育 税政 行財政 人権 

意見集約・総括 意見集約 

意見収集（アンケート） 

役場全職員 

調整 

他 

意見集約 

町民  
パブコメ（意見募集） 

意見収集（アンケート） 

意見集約 
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