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 施  政  方  針

本日ここに、平成 31 年第１回志布志市議会定例会の開会に当

たり、平成 31 年度における市政運営に臨む所信の一端を御説明

申し上げます。 

昨年２月に市長に就任して以来、早いもので１年が経過しまし

たが、この間の市政の運営につきまして、市民の皆様並びに議員

各位の深い御理解と御協力をいただき、心から感謝申し上げます。 

私は「市民目線で市民が主役のまちづくり」を市政推進におけ

る政治理念に掲げ、「市民生活の利便性の向上」の実現に向けて、

様々な施策の展開を進めるとともに、行政サービスの効率化と現

場第一主義の徹底を図るため、次の４つの行政経営指針を示し、

市政運営に取り組んでまいりました。 

1 つ目は、「市役所は市内最大の行政サービス企業」という観点

に立ち、顧客である市民のニーズを的確に捉え、市民満足度を最

大限に高めていく「顧客満足度志向」、２つ目は、他の自治体に

はない志布志市らしさを常に追求していく「オンリーワン」、３

つ目は、何をやったかではなくどのような成果があったのかを重
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視する「成果主義」、４つ目は、言われてからの後追い対策では

なく言われる前に対策を講じる「先手管理」であります。これら

の４つの指針を行政経営の基本的な柱として位置付け、職員一人

ひとりが行政のプロとしての自覚を持ち、質の高い行政サービス

を心がけることで、「行ってみたいまち・住んでみたいまち・住

んでよかったまち」の実現がより一層加速するものと考えており

ます。 

平成 31 年度におきましても「市民目線」の初心を忘れること

なく、市民の皆様の思いに寄り添う市政運営に職員と一丸となっ

て取り組んでまいります。 

現在、我が国の経済情勢は政府による各種経済財政政策により、

雇用や所得環境が大きく改善され、景気については、不安定な国

際情勢等を考慮しつつも緩やかな回復基調が見込まれていると

ころでありますが、その一方で、人口減少社会の進展と急速な少

子高齢化という深刻な課題に直面しており、特に地方においては、

依然として続く東京一極集中により、人口流出に歯止めがかから

ず、地域経済や地域社会の存続に大きな影響を及ぼしております。 

こうした状況において、現在、本市では志布志港の国際バルク
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戦略港湾としての整備が飛躍的に進むことが見込まれており、併

せて東九州自動車道及び都城志布志道路の全線開通に向けた年

次的な整備促進が図られ、更には臨海工業団地の分譲や企業誘致

につきましても、これまでにない要望を受けての進捗状況となっ

ております。志布志港が南九州の物流拠点として成長することで、

国内全体の産業競争力が強化され、本市の企業誘致、雇用創出に

つながることが期待されております。 

また、ふるさと納税の取組につきましては、平成 28 年度から

２年連続で鹿児島県一となる寄附額を達成しましたが、平成 30

年度におきましては、昨年 12 月末時点で 31 億円を超え、前年度

を上回り、過去最高を記録するという大変喜ばしい結果となりま

した。制度開始から 10 年が経過し、寄附者の獲得競争が年々過

熱する中で、国も自粛要請や制度見直しに乗り出すなど、寄附額

の伸び悩みが懸念される状況の下、市内生産者、関係団体等との

連携による各種イベントやＰＲ活動、更には東京駐在所開設によ

る寄附者との継続的な関係強化の取組が実を結んだものであり

ます。 

合併して 13 年が経過しましたが、多くの自治体が厳しい課題
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を抱える中、本市の恵まれた環境や地域資源を最大限に活用する

ことで、大きな成果が現れようとしております。本市の飛躍的な

発展の礎は、まさしく先人たちのたゆまぬ努力によって築かれ、

大切に受け継がれてきたものであり、これを後世につなげていく

ことが私の使命であります。先人たちのこれまでの功績に尊敬と

感謝の念を抱きながら、未来へ向け更に発展し続けるまちづくり

に取り組む所存であります。 

そして、新たなまちづくりを推進するための大きな柱として位

置付けているのが本庁舎の移転であります。平成 30 年度は全庁

的な協議を行うための組織として本庁舎移転検討委員会を設置

し、専門部会での協議及び関係機関等との調整を行い、本庁舎移

転に伴う課題の整理やその解決策の検討、移転の具体的な手法や

そのスケジュールなど、市民サービスの向上を最優先課題として

様々な議論を重ねてまいりました。 

また、これまでの議員各位からの一般質問等での御指摘、市民

の皆様からの御意見等も踏まえながら、慎重に協議を進め、これ

らの協議結果を基に、本庁舎移転の方針及びその考え方、2021

年１月を移転時期の目標とする移転計画などを示した本庁舎移
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転の具体的なビジョンとなる基本方針を策定したところであり

ます。 

まちの発展には経済発展の拠点が必要であります。その拠点を

中心に人と人の交流、そして、ヒト・モノ・カネ・情報が交流す

ることで新たな魅力が生まれ、雇用の創出や税収の確保など、ま

ちの持続的な発展につながる大きな効果が発生します。志布志港

の発展や高速道路網のインフラ整備による交通アクセスの向上

を軸に松山地域、志布志地域及び有明地域の特性をどのように生

かして、地域経済の好循環を生み出していくかが、今後の市政発

展の重要な鍵となり、そのために市役所本庁舎を新たなまちづく

りの拠点として、地理的優位性のある志布志支所に移転し、「タ

イムリーな情報発信」と「スピード感ある施策の推進」を図って

まいりたいと考えております。 

今後は、基本方針に基づき、本庁舎移転に向けた具体的な作業

の推進を図り、６月定例会において、地方自治法の規定に基づく

市役所の位置を定める条例等の改正や移転に伴う庁舎改修等に

係る予算を議案として提案したいと考えておりますので、議会を

はじめ市民の皆様に対しましては、引き続き丁寧な説明を行うと
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ともに、市民サービスに支障を来たさぬよう計画的に取り組んで

まいります。 

続いて、平成 31 年度の当初予算についてでありますが、本市

の財政状況は、地方交付税の減収や国県補助金等の廃止、縮減等

により歳入の伸びは期待できない一方で、着実に増加しつつある

扶助費、公債費など義務的経費の増加などにより、更に厳しい財

政運営が続くことが予想されます。これらのことを踏まえまして、

「入るを量りて出ずるを制す」を念頭に、引き続き自主財源の確

保に努めるとともに、全ての事務事業について、これまでの成果

や課題を踏まえた優先度評価とスクラップ・アンド・ビルドの徹

底による事業の見直しを行い、第２次志布志市総合振興計画に掲

げる重点施策を中心とした予算編成を行ってまいりました。今後

も健全な財政運営の維持と持続可能な市政運営を図るため、補助

金見直し等による行財政改革に取り組んでまいります。 

第２次志布志市総合振興計画につきましては、本年度が前期計

画の中間年度となっており、実行ある施策の推進を図り、進行管

理の基礎資料とするために市民意識調査を実施し、計画に掲げる

指標等について現状値の把握を行い、経年比較及び中間の評価を
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行いながら、今後の施策の推進とＰＤＣＡサイクルの確立に向け

た取組を行ってまいります。 

また、地方創生につきましても、「まち・ひと・しごと ここ

ろざし創生戦略」の計画期間の最終年度を迎えることから、戦略

に掲げた事業の効果検証を行い、その検証結果を次期戦略へ反映

させ、引き続き人口減少に歯止めをかける取組を行ってまいりま

す。 

市長就任２年目を迎える平成 31 年度は、「平成」最後の年でも

あります。平成の大合併により誕生した「志布志市」も今まさに

形成期から発展、そして成熟期へ大きく移り変わろうとしており

ます。新元号による新たな時代の幕開けが、本市の将来都市像で

ある「未来へ躍動する創造都市 志布志」の着実な実現につなが

るよう、全力で市政運営に取り組んでまいります。 

それでは、第２次志布志市総合振興計画の「７つのまちづくり

の基本目標」に沿って、御説明申し上げ施政方針といたします。 



 - 8 -

まず、はじめに「郷と郷」「人と人」「物と物」のつながりがあ

るまち についてであります。 

志布志港につきましては、これまで志布志港新若浜地区国際コ

ンテナターミナル利用促進事業補助金等の活用により、コンテナ

貨物取扱いの利用促進やポートセールス活動に取り組んでまい

りました。 

このことにより、昨年の志布志港の国際コンテナ貨物取扱量は、

速報値ではありますが、目標としておりました 10 万ＴＥＵを達

成し、過去最高となる 10 万６千ＴＥＵとなりました。今後は、

国際コンテナターミナルの蔵置能力である 12 万ＴＥＵを新たな

目標に設定し、官民一体となったポートセールス活動に取り組ん

でまいります。 

一方、国際バルク戦略港湾につきましては、平成 29 年度に事

業が着手され、平成 30 年度からは国際コンテナターミナルの岸

壁延伸の事業も着手されておりますが、今後も早期供用開始に向

けて引き続き要望活動等に取り組んでまいります。 

また、国内定期航路につきましては、志布志－大阪を結ぶ新造

船「フェリーさんふらわあ さつま」が平成 30 年５月 15 日に就
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航し、２隻目の「フェリーさんふらわあ きりしま」は同年９月

15 日に就航いたしました。 

今後も県や近隣市町、大隅総合開発期成会や株式会社おおすみ

観光未来会議等と連携を図りながら、カジュアルクルーズをコン

セプトとしている「さんふらわあ」の強みを生かし、旅行エージ

ェント等との新たな企画や一般・団体旅客の確保、スポーツ合宿

の誘致、船内外による観光・特産品等の周知活動に努め、志布志

大阪航路の更なる利用促進に取り組んでまいります。 

東京－沖縄を結ぶ「マルエーフェリー」につきましては、昨年

から名古屋港に寄港が開始され、新たに阪神航路も開設されてお

ります。航路数の増加等により本年度も取扱貨物の増加が見込ま

れており、今後、東九州自動車道及び都城志布志道路が開通する

ことにより、志布志港は南九州地域の物流拠点港として大きく発

展することが期待されております。 

東九州自動車道につきましては、志布志～鹿屋串良間が 2020

年度までに開通予定となっており、市内においては、橋りょうや

道路横断箇所の工事の本格化が進み、市道香月線延伸計画に伴う

（仮称）志布志有明インターの工事も現在着手されております。
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また、夏井～志布志間につきましては、公共用地先行取得制度を

活用して用地取得等に引き続き取り組むとともに、全線開通に向

け、残された油津～夏井間の早期事業化を要望してまいります。 

都城志布志道路につきましては、昨年３月に有明北～有明東間

が供用開始となり、志布志～志布志港間、県境区間から末吉間で

は、埋蔵文化財調査や橋りょう工事などが進められております。

防災・経済・医療の道として、引き続き国、県、関係機関等に早

期整備促進を要望してまいります。 

国道 220 号につきましては、歩道等の整備促進を関係機関に要

望するとともに、県道の整備につきましても、採択路線の早期完

成など積極的な要望活動を行い、地域間格差の是正に努めてまい

ります。 

また、高規格幹線道路の関連事業として、市道香月線及び飯山

通山１号線の道路改良整備を引き続き行ってまいります。 

都市計画につきましては、インターチェンジ開設に伴い、秩序

ある開発を進め、有効な土地利用の適切な誘導を図るため、（仮

称）志布志有明インター北部の都市計画区域の拡大に向け、引き

続き取り組んでまいります。 
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交通政策につきましては、平成 31 年３月策定の「志布志市地

域公共交通網形成計画」に基づき、３か年の計画期間として推進

してまいります。 

本年度におきましては、「市民・交通事業者・行政が連携し、

公共交通機関の利便性が向上し、誰もがスムーズに市内を移動で

きる「移動網」を目指す」ことを基本理念に、地域におけるワー

クショップの開催等を実施し、本市独自の公共交通ネットワーク

の実現に向けた取組を進めてまいります。 

情報化の整備・推進につきましては、「第３次志布志市情報化

計画」に基づき、ＩＣＴの進展に併せて必要性や緊急性、実施効

果の高い施策が効果的に推進できるよう引き続き取り組んでま

いります。 

光ファイバー通信網「しぶし志ネット」につきましては、現在

のＩＲＵ契約が期間満了となる 2021 年７月に向けて、新たな運

営手法に関する協議・検討を行い、円滑な移行に取り組むととも

に、地域活性化及び市民サービスの向上に努めてまいります。 
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第２に、自然や風土と共生する安心で豊かなまち についてで

ございます。 

住宅政策につきましては、「志布志市住生活基本計画」に基づく、

住環境づくりに取り組み、住宅リフォーム助成事業を活用した安

全・安心な住まいの形成に努めてまいります。 

また、空き家対策につきましては、危険廃屋解体撤去事業によ

る住宅、附属家等の解体撤去の補助を引き続き実施するとともに、

空き家リフォーム助成事業や空き家バンク制度の活用を促進して

まいります。 

定住交流の推進につきましては、移住定住促進事業及び民間賃

貸住宅家賃助成事業に引き続き取り組み、定住促進住宅用地につ

きましては、尾野見地区の７区画の分譲を開始するなど、市外か

らの移住、市内への定住の促進を図ってまいります。 

併せて、首都圏などからの移住者を増やすため、ふるさと回帰

支援センターとの連携を強化し、移住促進をＰＲするとともに、

お試し移住体験ツアーの拡充を図ってまいります。若者の定住促

進につきましては、男女の出会いの場を提供するとともに、県及

びかごしま出会いサポートセンターとの連携を図り、結婚希望者
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への支援体制を構築してまいります。 

地域おこし協力隊事業につきましては、現在５人の隊員が様々

な分野で活動を行っております。地域の課題解決及び活性化に向

け、より一層の推進が図られるよう支援するとともに、隊員が任

期満了後に定住できるよう努めてまいります。 

また、これからの人口減少対策の一翼を担う「ふるさと」との

関わりを深める取組としまして、「関係人口」の創出に関する事

業展開を推進してまいります。移住する「定住人口」でもなく、

観光などで訪れる「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多

様に関わる「関係人口」に着目し、都市住民が本市との継続的な

つながりを持つ機会ときっかけづくりを提供することで、地域外

の人材から知恵や力がもたらされるよう取り組んでまいります。

将来的な移住に結び付く、中期的な視点に立った段階的な移住・

交流の仕組みづくりを構築してまいります。 

水道事業につきましては、市民生活及び社会経済活動を支える

最も重要なライフラインであることを踏まえ、今後も合理的で健

全な運営体制を構築し、維持管理体制の整備及び国の補助事業を

活用した効果的な施設整備に取り組んでまいります。 
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また、水道施設の耐震化及び老朽管対策を推進するとともに、

良質で安全・安心な水の安定供給を図ってまいります。 

環境行政の推進につきましては、「混ぜればごみ、分ければ資

源」の合言葉の下、市民と行政の共生・協働により確立された廃

棄物管理の適正な推進を図ってまいります。 

使用済み紙おむつの再資源化につきましては、昨年６月に閣議

決定された「第４次循環型社会形成推進基本計画」において、国

によるガイドラインの策定等が盛り込まれており、そのモデルと

なるよう事業化を目指して取組を継続してまいります。 

また、使用済み紙おむつが分別できれば一般ごみを再分別し、

可燃性のものは固形燃料化することで、最終処分場の埋立量を大

幅に削減することができます。平成 30 年度から２年間で実施し

ております可能性調査の結果を踏まえ、事業化を検討してまいり

ます。 

また、生物多様性に関する取組につきましては、自然と共生す

る社会の実現を目指して、「生物多様性地域戦略」の策定に向け

て取り組んでまいります。 

本市の環境に関する最上位の計画である「志布志市環境基本計



 - 15 -

画」が計画期間 10 年の最終年度を迎えることから、次期計画の

策定に向け、根幹である｢ものを大切に、人を大切に｣という基本

理念の下、社会情勢の変化に対応し、更に深化した計画策定に努

めてまいります。 

安全で安心なまちづくりを推進するために、引き続き市民の生

命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止、交通事故の発生防

止及び災害の未然防止に向けた取組を進めてまいります。 

災害対応の中心となる自主防災組織につきましては、組織の育

成・強化を図るため、研修会、防災訓練、地区防災計画の作成及

び資機材整備に要する助成事業を本年度も引き続き実施してま

いります。 

消防団につきましては、研修や訓練を通じ、団員の資質向上を

図りながら、地域防災の中核として円滑な活動ができるよう車両、

移動系無線等を整備し、再編による組織力強化のための詰所整備

を行い、地域防災力の充実強化を図ってまいります。 

津波対策につきましては、昨年度において「志布志市津波防災

地域づくり推進計画」、「津波避難対策緊急事業計画」及び「津波

避難タワー基本構想・基本計画」を作成しておりますので、具体



 - 16 -

的な施設の構造、場所等について地元との調整、検討を図りなが

ら、避難経路を示す案内看板等の整備も引き続き実施してまいり

ます。 

また、大規模災害発生時に行政としての業務が滞ることなく、

適切に進められるよう、引き続き「志布志市業務継続計画」の策

定を進めてまいります。 

大規模災害等に備えるためには、事前防災・減災と迅速な復旧

復興に資する施策をまちづくり政策や産業政策も含めた総合的

な取組として計画的に実施し、強靭な地域づくりを推進する必要

があります。この理念に基づき、「志布志市国土強靭化地域計画」

を策定し、強靭な地域づくりを目指してまいります。 

防犯対策につきましては、警察及び防犯協会と連携し、うそ電

話詐欺をはじめとする特殊詐欺等の被害防止広報、地域安全パト

ロール等を行うとともに、ボランティアとの連携を図り、声か

け・見守り活動等を実施してまいります。併せて、広報紙等によ

る啓発活動、安全・安心まちづくり指導員による出前講座等を実

施し、犯罪発生率の低いまちを目指してまいります。また、防犯

カメラにつきましては、設置場所や機器の機能などについて、関
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係機関と協議を進めてまいります。 

交通安全対策につきましては、研修会の開催等による交通安全

教育を実施するとともに、隣接市町及び交通安全協会と連携した

啓発活動を実施してまいります。特に、運転に不安を感じている

高齢者の方々に対しましては、運転免許証自主返納支援事業によ

る自主的な免許証返納を推進し、高齢者の運転による交通事故の

発生防止を図ってまいります。また、道路反射鏡、ガードレール

等の交通安全施設の整備につきましても、引き続き取り組んでま

いります。 

第３に、大地の力と海の恵みを生かした魅力あふれるにぎわい

のまち についてでございます。 

企業立地の促進につきましては、地域経済の活性化及び雇用創

出を図るため、市の最重要課題として位置付け、積極的な企業誘

致及び雇用拡大に努めているところであります。平成 30 年度は

６社と立地協定を締結し、工場新設及び増設の設備投資のほか、

約 70 人の新規雇用が計画されております。これらの企業の新規

雇用計画に対しましては、ハローワークとも連携して雇用者確保
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に向けた支援を行ってまいります。 

また、志布志港の後背地に位置する臨海工業団地の分譲地につ

きましては、これまで 1 工区から３工区までの約 8.2 ヘクタール

の土地売買契約を物流倉庫業４社と、また、安楽大迫工業団地に

つきましても、約２ヘクタールの土地売買契約を製造業２社と締

結したところであります。 

今後の志布志港の発展や、高規格幹線道路の整備を見据えた企

業進出であり、新規雇用が計画されております。 

物流アクセス面で優位性のある臨海工業団地の分譲を求める

声は多く、臨海工業団地に隣接している市道香月線の延伸整備と

併せて分譲地の拡大を図ることとし、４工区及び５工区の約 12

ヘクタールを開発・造成する整備事業を進めてまいります。引き

続き、更なる雇用の拡大や地域経済の活性化となるよう工業団地

の整備及び企業立地の促進に全力を尽くしてまいります。 

 農業振興につきましては、高齢化などを背景とした担い手育成

は喫緊の課題となっており、本市の基幹産業である農業の継続的

な発展を維持するため、農業公社との連携による松山黒石農場を

活用した研修受入れを推進し、新規就農者の育成を行い、国の制
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度も活用しながら、引き続き研修事業の支援に取り組んでまいり

ます。 

平成 24 年度の見直しから６年が経過している「志布志農業振

興地域整備計画」につきましては、高速道路網の整備等による社

会環境の変化に伴い、計画変更の必要があることから、翌年度に

かけて、全体的な見直しを行い、本市の総合的な農業振興を図っ

てまいります。 

また、農地中間管理事業を活用した地域農業の担い手への農地

の集積・集約化及び人・農地プランの充実を図るとともに、グリ

ーン・ツーリズムにつきましては、地域の特性を生かした体験メ

ニュー等のＰＲ活動を更に推進し、利用者数の増加を図ってまい

ります。 

 園芸振興につきましては、温暖な気候を生かしたピーマン、い

ちごなどの施設園芸や広大な農地を利用したキャベツ、にんじん、

さつまいもなどの土地利用型野菜の振興を図るため、補助事業を

活用してビニールハウスや附帯施設、にんじんの予冷庫や堆肥舎

を整備し、収益性強化に向けた産地形成を図ってまいります。 

 茶業振興につきましては、緑茶の販売価格が消費の停滞により
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依然として厳しい状況にあるため、産地パワーアップ事業等の補

助事業を活用しながら施設整備、共同利用機械等を整備し、より

一層の生産コストの低減に努めてまいります。 

茶の品質向上につきましては、国内外の消費者の食品に対する

安全志向の高まりにより、安全・安心なお茶が求められているた

め、環境に配慮した有機栽培への転換に努めてまいります。 

また、志布志市産茶のＰＲにつきましては、銘柄統一に向け、

関係機関と協議を進めてまいりましたが、この度、統一銘柄が「し

ぶし茶」に決定いたしました。本市で開催される鹿児島県茶業振

興大会を「しぶし茶」ＰＲの絶好の機会と捉え、製茶品評会での

農林水産大臣賞、産地賞の獲得を目指すとともに、県内外への情

報発信に努めてまいります。 

併せて、志布志茶アドバイザーとの協働による志布志茶消費拡

大促進事業でのＰＲ活動も継続して実施してまいります。 

畑地かんがい事業につきましては、県営畑地帯総合整備事業の

曽於南部地区が本年度まで、第３曽於南部地区が 2020 年度まで

に事業完了する見込みとなっております。「志布志市畑地かんが

い営農ビジョン」の方針に基づき、水利用の拡大を図るため、畑
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かん施設活用の理解促進に努めてまいります。 

畜産振興につきましては、ＴＰＰやＥＰＡの発効により、畜産

物の輸入量拡大に伴う畜産物価格への影響が懸念され、厳しい環

境下での経営を迫られることが予想されております。 

肉用牛の繁殖用雌牛につきましては、飼養頭数は増加いたしま

したが、高齢化による生産農家戸数の減少に伴い、生産基盤の脆

弱化が懸念されているため、国や市単独の支援による施設整備に

取り組み、肉用繁殖雌牛導入資金による導入を支援しながら、飼

養規模の維持拡大を図ってまいります。 

肥育牛につきましては、濃厚飼料が高止まりしており、子牛の

価格が依然として高値で推移しているため、一層の収益性低下が

見込まれることから、肥育素牛の導入支援として肥育経営安定対

策事業等の導入支援を継続して行ってまいります。 

疾病・防疫対策につきましては、国内では、26 年ぶりに発生し

た豚コレラや豚流行性下痢、近隣諸国においては、アフリカ豚コ

レラや口蹄疫が発生するなど、国内外を問わず、予断を許さない

状況であることから、消毒資材購入、防鳥ネット等の整備による

侵入防止対策及び家畜衛生管理の啓発を行いながら、家畜の損耗
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防止及び安全・安心な畜産物の生産を支援してまいります。 

また、2022 年度に鹿児島県で開催される第 12 回全国和牛能力

共進会につきましては、ブランド力向上につながる重要な大会と

なることから、関係機関、団体と連携して農家の意欲向上を図り、

高品質生産対策事業及び県単独事業の出品対策事業の実施によ

り、導入・保留を推進しながら、オール鹿児島として連覇達成に

向けて取り組んでまいります。 

土地改良事業につきましては、中山間地域整備事業の志布志地

区と有明地区では、17 団地中 10 団地の整備が完了しており、基盤

整備促進事業の肆部合地区につきましても、工事に着手しており

ます。 

また、経営体育成基盤整備事業の上門
うえんかど

地区につきましては、換

地配分案を作成し、地権者全員から同意を得られるよう、今後も

地元換地委員など関係者の協力をいただきながら早期完成を目指

して取り組んでまいります。 

広域農道「そお街道」につきましては、舗装修繕、流末水路改

修及び法面工（ブロック積）の改修を県営事業として実施してお

り、緊急輸送道路として交通量の多い路線でもあるため、災害に
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強い道路になるよう計画的に整備してまいります。 

また、多面的機能支払交付金事業につきましては、現在、市内

に 28 の活動組織があり、活動農地面積は約 1,530 ヘクタールとな

っております。活動エリアの拡大に伴い、高齢化による組織活動

も年々厳しくなりつつありますが、今後は、各組織へ細やかな指

導を実施し、組織の広域化を進めながら関係機関と連携して取り

組んでまいります。 

林道整備につきましては、田之浦地区の林道御在所岳線の林道

開設が継続されており、本市におきましては、用地交渉を行うな

ど、計画的に工事着手できるよう引き続き取り組むとともに、そ

の他の林道整備につきましても、適正な管理に努め、機能の維持

を図ってまいります。 

林業振興につきましては、本市の人工林は本格的な利用段階に

入っており、平成 29 年には志布志港からの木材輸出額が 30 億円

を超え、安定的に輸出量は伸びているところであります。 

このような中、大型製材工場の本格稼動により素材生産業者等

との連携がこれまで以上に図られ、低コストで効率的な鹿児島県

産材、地元大隅産材の利用促進や東アジアへの木材輸出等の新た
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な需要の創出等、林業の成長産業化が期待されるところでありま

す。今後におきましても、「志布志市森林整備計画」に基づく取

組の更なる充実や新たな森林管理制度による施業の集約化を推進

するため、森林組合等と連携しながら、森林保全に対する意識の

高揚を図ってまいります。 

有害鳥獣対策につきましては、猟友会会員による有害鳥獣の捕

獲のほか、一般捕獲の説明や狩猟免許試験の案内、作物残渣等の

適正処理や鳥獣を寄せ付けない取組の周知を図ってまいります。

また、狩猟免許講習会助成金の支援による免許取得の推進、県の

アドバイザーを招いての研修会も積極的に実施してまいります。 

特用林産物枝物等につきましては、シキミ、サカキ等の産地形

成に向けて、新植、所得向上、販路拡大につながるよう花木生産

組合、各生産団体等の意見を聞きながら、量産化及びブランド化

へ向けた取組を継続してまいります。 

水産業振興につきましては、漁獲量対策として稚魚の放流事業

を継続して行うとともに、地方創生推進交付金を活用して取り組

んでおりますイワガキの養殖につきましては、６次産業化として

カキ小屋開設を予定しております。引き続き「ふるさと納税」の
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返礼品として活用を図りながら、志布志ブランドの確立へつなげ

てまいります。 

夏井漁港につきましては、水産物供給基盤整備機能保全事業の

補助事業を活用した長寿命化対策を実施するとともに、漁協、関

係機関等と連携しながら引き続き施設管理に努めてまいります。

商工業振興につきましては、市役所、関係団体、金融機関等が

連携して創業支援・事業承継支援を行う創業支援センター事業の

窓口を開設し、伴走型の創業支援の取組を行っておりますが、今

後の消費税増税に伴う消費の冷え込みが予想され、それに対応す

るため、市内での消費喚起、市内商工業の振興及び地域経済の活

性化を目的としたプレミアム商品券発行事業を引き続き実施し

てまいります。

また、県内でも他の自治体に先駆けて締結した「雇用対策協定」

を基に、大隅公共職業安定所との更なる連携を図り、「就職合同

説明会」、「お仕事＆育児相談カフェ」、「しぶし×しごと発見フェ

ア」等の各種雇用のマッチング事業を展開し、事業者への雇用の

安定的確保と魅力ある地元企業のＰＲに積極的に取り組んでま

いります。
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「食」による商店街の振興につきましては、１月に東京ドーム

で開催されました「第 10 回全国ご当地どんぶり選手権」におい

て、「“志布志発”かごしま黒豚三昧」丼が２年連続のグランプリ

獲得を目指して出場し、惜しくも準グランプリという結果となり

ましたが、本市の「食」を全国に発信する大きな原動力となりま

した。まさに事業者、商工会及び行政による官民一体の取組の成

果であると認識しております。 

今後も、ご当地グルメの市内外への情報発信やその活動の支援、

新たなグルメ発掘を図りながら、「食」のまちづくりとにぎわい

のある商店街づくりに努めてまいります。

観光振興につきましては、観光入込客数の年間 120 万人を目標

に、更なる観光入込客の増加に努めてまいります。

その柱であるスポーツ合宿誘致につきましては、合宿奨励金を

効果的に活用しながらスポーツ合宿誘致活動に取り組むととも

に、体育施設の改修及び備品を計画的に整備することで、施設の

有効活用と経済効果を高めてまいります。 

また、大隅広域観光業務の戦略的かつ体系的な事業展開を官民

一体で行う株式会社おおすみ観光未来会議の取組を支援するこ
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とで、本市への更なる誘客を図ってまいります。 

ダグリ岬海水浴場周辺につきましては、海水浴場にある景観を

阻害している休憩施設の景観整備を行うことで、ダグリ岬周辺一

帯の観光客誘致につなげてまいります。 

国民宿舎ボルベリアダグリ、ダグリ岬遊園地及び蓬の郷につき

ましては、施設の老朽化による修繕費の増加が見込まれることか

ら、経費節減等の営業努力と市民サービスの充実、向上が図られ

るよう指定管理者との連携に努めてまいります。 

志布志中心市街地と港周辺地域の拠点施設であるＪＲ志布志

駅につきましては、現在実施している「ぽっぽマルシェ」を中心

に、にぎわいが生まれる場所として、その利活用を検討してまい

ります。 

観光特産品協会が主体的に実施する事業等につきましては、引

き続き連携を強化しながら観光振興を図ってまいります。 

 特産品振興につきましても、観光特産品協会と連携し、特産品

の販路拡大や特産品販売所の運営、インターネットショッピング

や特産品の市場展開事業に取り組むとともに、東京駐在所を拠点

に、首都圏における事業展開を積極的に図ってまいります。 
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ふるさと納税につきましては、本市を応援したいという温かい

「志」を持った全国の皆様からこれまで多くの寄附をいただいて

おります。全国の皆様に改めて感謝の意を表するとともに、その

「志」に応えられるよう、頂いた寄附金をしっかりと「まちづく

り」に活用するとともに、寄附金の使い道につきましても積極的

な情報発信を行ってまいります。 

 また、ふるさと納税制度を活用し、本市の特産品を広く全国に

認知させるとともに、寄附していただいた多くの「志布志ファン」

の方々と継続的な関係強化を図り、本市への誘客や移住定住の促

進、経済の活性化を図るため、積極的な事業展開を行ってまいり

ます。 

 志布志ブランドの確立につきましては、本市の魅力ある多様な

地域資源の掘り起こしと志布志の認知度向上を図るため、ふるさ

と納税での高い評価を生かし、「志布志のものなら間違いない。」

と感じていただけるよう戦略的にブランドイメージを確立して

まいります。 

本市の特産品全体のブランド価値を高めることで、市内におけ

る産業の振興、市民所得の向上、地域への愛着と誇りの育成につ
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なげてまいります。 

第４に、生き生きと笑顔で暮らせるまち についてでございま

す。 

子育て支援につきましては、多様化する保護者のニーズを踏ま

え、保護者の就労状況にかかわらず全ての子ども・子育て家庭に

質の高い幼児期の教育・保育サービスを提供するために、2020 年

度から 2024 年度までを計画期間とした「第２期志布志市子ども・

子育て支援事業計画」を策定いたします。 

また、保育所定員の拡充及び認定こども園の普及を図るととも

に、さゆり保育園、安楽保育園及び伊﨑田保育園の施設整備を行

ってまいります。 

さらに、本年 10 月から実施予定の幼児教育無償化につきまして

は、無償化の対象外となっている住民税課税世帯の０歳児から２

歳児につきまして、市独自の保育料軽減策の検討を進めてまいり

ます。 

医療機関等と協議・検討を進めてまいりました、ひとり親家庭

医療費助成事業及び重度心身障害者医療費助成事業の申請方法の
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簡素化につきましては、本年 10 月診療分から医療機関等で対応で

きるよう申請方法の簡素化を図ってまいります。 

また、学校給食につきましては、子育て世帯の経済的負担を軽

減するため、市内小中学校に在学する児童生徒を３人以上養育し

ている多子世帯の第３子以降の給食費の無料化を実施しておりま

すが、今後は、給食費の完全無料化の実施に向けて引き続き検討

してまいります。 

社会福祉・高齢者福祉につきましては、「第２期志布志市地域

福祉計画」の実現に向け、社会福祉協議会等の関係機関・団体と

連携し、施策の推進に取り組んでまいります。 

また、高齢者が長年培ってきた知識や技能を生かし、地域社会

の担い手として積極的に社会参加ができるよう引き続きシルバー

人材センター事業を支援してまいります。 

障害福祉につきましては、「志布志市第５期障がい福祉計画・

第１期障がい児福祉計画」に基づき、障がい者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援し、居住する全ての人が共生・協働しなが

ら暮らせる地域社会づくりを更に進めるため、関係機関と連携し

ながら施策の推進を図ってまいります。 
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そして、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指してま

いります。 

生活困窮者自立支援制度につきましては、自立相談支援事業、

住居確保給付金支給事業、就労準備支援事業及び家計改善支援事

業に引き続き取り組んでまいります。 

母子保健事業につきましては、「子育て世代包括支援センター」

を拠点に、助産師・保育士・保健師の相談及び支援体制の充実を

図るとともに、保育所等の関係機関と連携を強化してまいります。 

また、新たに産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図るた

め、産後間もない時期の産婦に対する産婦健診を行うとともに、

助産院に入所し、母子がゆっくり過ごしながら授乳や沐浴の指導

を受けたり、産後の体力回復を図ることのできる産後ケア事業を

実施するなど妊娠・出産・子育て期の切れ目ない支援に取り組ん

でまいります。

乳幼児期は、むし歯予防のための歯口清掃や食習慣などの基本

的歯科保健習慣を身に付ける非常に重要な時期であるため、市内

の保育所、認定こども園等に対しまして、フッ化物が入った溶液



 - 32 -

でうがいを行う「フッ化物洗口」の普及を図り、80 歳で自分の歯

を 20 本以上保持する「8020」の達成に向けて、ライフステージ

ごとの取組を進めてまいります。 

特定健康診査につきましては、特定健診を受診することで、市

民が自身の健康状態を知り、自ら運動や食生活の改善を行うなど、

生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすことにつながると考えて

おりますので、受診勧奨の方法を対象者の受診歴や年齢等により

工夫し、受診率向上に取り組んでまいります。 

救急医療体制につきましては、休日や夜間の時間帯に対応する

ため、曽於医師会による在宅当番医制や夜間急病センター運営、

都城市及び鹿屋市との定住自立圏形成協定に基づく夜間急病セ

ンターの運営、ドクターヘリの運行等に加え、市民が更に安心し

て暮らせるまちを目指すため、曽於医師会、鹿児島県、曽於市、

大崎町等で設置しております曽於地域医療確保対策協議会での

議論を活性化させ、引き続き必要な医療の確保に取り組んでまい

ります。 

介護保険事業につきましては、「高齢者保健福祉計画及び第７

期介護保険事業計画」の基本理念に基づき、住み慣れた地域で高
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齢者一人ひとりが地域や生活の中で互いに役割を持ちながら社

会参加ができ、安心して暮らせる自助・互助の環境づくりを行う

ため、高齢者の多様なニーズの把握に努め、日常生活の支援体制

の充実や強化、社会参加の促進を図ってまいります。 

さらに、増加が見込まれる認知症対策につきましては、もの忘

れ進行予防相談会を毎月開催するとともに、初期集中支援チーム

と認知症疾患医療センターとの連携を強化し、早期診断・早期支

援を行うことができる体制の構築を目指してまいります。  

国民健康保険事業につきましては、県が市町村とともに国保の

運営を担って２年目を迎えますので、県や国保連合会と連携を図

り、安定的な財政運営、効率的な事業運営の確保に努めるととも

に、医療費分析や慢性腎臓病対策を行うことで、医療費の伸びの

抑制及び重症化予防に取り組んでまいります。 

また、国の特別交付金の対象となる保険者努力支援制度に積極

的に取り組み、自主財源の確保に努め、国民健康保険事業の健全

な運営を図ってまいります。 

消費者行政につきましては、多種多様化する悪徳商法をはじめ、

インターネットによるトラブル、商品、サービス等の購入・契約
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から発生する消費者からの様々な苦情・相談に応じて問題解決を

図るとともに、高齢者を中心とした啓発活動等やＳＮＳ等を活用

した情報発信を活発に行うなど「被害を未然に防ぐ活動」にも積

極的に取り組みながら、安心した消費者生活の確保に努めてまい

ります。 

第５に、心豊かで志あふれる人づくりと伝統・文化のまち に

ついてでございます。 

教育行政につきましては、個性を生かす教育を充実させるとと

もに、郷土の持つすばらしい伝統や人情味あふれる教育的風土を

生かし、心の豊かさと学ぶ意欲にあふれる市民づくりを目指して、

生涯学習の活力ある教育・文化の振興を図ってまいります。 

また、本市教育大綱の基本理念である「高い志」と「慈愛の精

神」、「志」を高める教育の推進を目指し、総合教育会議等を通し

て、向学心や公徳心、感謝の心、敬愛の心、郷土愛、生命尊重な

どの「志の心」を育んでまいります。 

さらに、「志布志市教育振興基本計画」が本年度で終期を迎え

ることから、来年度以降の本市教育の目指すべき姿を示すととも
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に、その実現に向けて、2020 年度から 2024 年度までの５年間に

取り組む施策を示す基本計画を国、県の教育振興基本計画を参酌

しながら本市の実情に応じて策定してまいります。 

学校教育につきましては、本市の自然や伝統・文化、人材等の

豊かな教育資源を活用し、幼児・児童・生徒がそれぞれの個性を

生かしながら志を高くもつとともに、郷土を愛し、その発展に尽

くそうとする意欲や態度を育てる教育の推進に努めてまいりま

す。 

志あふれる子どもを育てるためには、小・中学生の基礎学力や

人格の形成、体力の向上、食育の推進といった知・徳・体・食の

調和がとれた教育を推進することが重要であります。 

確かな学力の育成につきましては、学力の実態を各種調査等で

年次的に把握するとともに、幼稚園、保育所、認定こども園、小

学校、中学校の連携の強化、地域人材の活用やキャリア教育の推

進、ＩＣＴ機器等の充実・活用を図り、きめ細やかな指導による

分かりやすく深まりのある授業によって、児童生徒の学習意欲の

向上や確かな学力の定着に努めてまいります。また、土曜学習教

室（志学教室）、夏休み学習教室等の学校外の学習環境の充実も
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図ってまいります。 

外国語教育につきましては、ＡＬＴや小学校英語教育支援講師

等の配置、中学生を対象とした英語技能検定受検料助成により外

国語教育環境の充実に努めてまいります。また、特別支援教育の

充実を図るため、特別支援学級の充実や専門機関との連携による

教職員の専門性を高める研修の充実等に努めてまいります。 

さらに、県総合教育センターや鹿児島大学教育学部と連携し、

教職員の資質向上や授業改善に向けた研修環境の充実を図って

まいります。 

豊かな心の育成につきましては、小・中学校ともに「特別の教

科 道徳」が始まることを踏まえ、「志を高める教育推進協議会」

で検討された提言「志の心を育むために」を基に、学校・家庭・

地域の連携を図りながら道徳教育を推進してまいります。また、

人権教育を推進するとともに、いじめ、不登校、問題行動等の早

期発見、早期解決に努めてまいります。 

特にいじめ問題につきましては、「いじめは絶対に許されな

い。」という理念の下、「いじめ防止基本方針」に基づき「いじめ

問題対策連絡協議会」を一層機能化させ、関係機関及び各種団体
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と緊密な連携を図り、いじめ問題の解消に積極的に取り組んでま

いります。 

また、市内高等学校への支援につきましては、地域活性化策と

しての枠組みの中で、魅力ある学校づくりの後押しとなるような

支援策について検討を行ってまいります。 

たくましい体の育成につきましては、「体力アップ！チャレン

ジかごしま」の全学級実施、一校一運動、徒歩・自転車通学によ

る自力登下校等を通して運動に対する関心・意欲の高揚を図り、

運動の機会を確保し、体力・運動能力向上に努めてまいります。 

また、児童生徒の自転車保険への加入及びヘルメットの着用の

義務化につきましても、今後も周知を徹底し、保険の加入率及び

ヘルメットの着用率の向上に努めてまいります。 

さらに、食育の充実や基本的生活習慣の確立に向けた取組を通

して、食の重要性、病気の予防等健康に関する意識の向上に努め

てまいります。 

小・中学校施設につきましては、市内小中学校の普通教室への

エアコン設置事業を継続して実施することで、教育環境の整備を

進めてまいります。 



 - 38 -

また、2020 年度の学校施設長寿命化計画策定に向けた市内各学

校の施設調査を行うとともに、屋外施設の改修等を計画的に行い

ながら、児童生徒が安全で安心して学べる学校施設の整備に努め

てまいります。 

学校給食につきましては、地産地消の推進に取り組むとともに、

学校給食衛生管理基準を遵守し、安全・安心な学校給食の提供に

努めてまいります。 

生涯学習につきましては、市民一人ひとりが生きがいのある豊

かな人生を送るために、「いつでも どこでも だれでも」学べ

る生涯学習の推進に取り組んでまいります。

社会教育につきましては、幼児・児童・生徒の健全育成を図る

ため、引き続き家庭教育の充実に努めてまいります。

特に、「睡眠時間の確保」と「正しい電子機器使用の在り方」

につきましては、学校及びＰＴＡと連携を図りながら、啓発活動

に積極的に取り組んでまいります。

生涯学習の推進につきましては、多様化、高度化する市民の学

習要求に対応するため、ＮＰＯ志布志生涯学習センターと連携し、

生涯学習講座の新規開設や内容の充実を図るとともに、受講生の
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拡大に取り組んでまいります。

また、創年市民大学につきましては、学生が主体となって本市

のまちづくりに参画できるような環境整備に取り組んでまいり

ます。

図書館につきましては、市民の読書活動を支援するため、図書

資料の充実や情報の提供に努めるほか、移動図書館車による貸出

サービスをはじめ、高齢者、障がい者、交通弱者等への宅配サー

ビスを更に拡充するとともに、「読書通帳システム」を導入し、

図書館をより身近に感じてもらう取組を推進してまいります。 

また、著名な絵本作家を招聘してのおはなし会、ブックスター

ト事業及びセカンドブック事業を実施し、本好きな子どもを育む

環境づくりに努めてまいります。 

スポーツの振興につきましては、「志布志市スポーツ振興計画」

が本年度で終期を迎えることから、新たに 2020 年度から 2024 年

度までの５年間の振興計画の策定に取り組んでまいります。また、

市体育協会及びスポーツ推進委員と連携し、スポーツ教室の実施

及びニュースポーツの普及を図るなど、全ての市民が気軽にスポ

ーツ・レクリエーションを楽しむことができる環境づくりに取り
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組んでまいります。 

さらに、かごしま国体のリハーサル大会として第 55 回全国社

会人サッカー選手権大会が開催されることから、かごしま国体志

布志市実行委員会を中心に、県及び関係団体と連携し、円滑な大

会運営を図ってまいります。

芸術・文化活動の推進につきましては、自主文化事業の実施を

はじめ、市文化協会との連携による市総合芸術祭の活動支援など、

市民の鑑賞・発表機会の充実を図ってまいります。

文化財の保存・活用につきましては、「続日本 100 名城」に選

定された志布志城跡の活用をはじめ、福山氏邸の保存・整備事業

を実施するとともに、天水氏庭園の公有化を図ってまいります。

また、山中氏邸につきましては、大慈寺を中心とした門前通りの

拠点施設に位置付け、観光案内所の機能と併せてギャラリーとし

ての利活用に取り組んでまいります。 

地域文化の継承につきましては、市誌の編さん作業の継続と各

地区に残されている郷土芸能等に関する詳細な実態調査に着手

するとともに、伝承が難しい民俗芸能等の記録保存に努めてまい

ります。
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歴史のまちづくりの推進につきましては、町並み景観、道路、

観光、文化財等、市街地の全体的なまちづくりに寄与する事業展

開であることから、全庁的な協議を実施しながら、全体の整備計

画の作成に取り組んでまいります。 

第６に、人と地域が輝く共生・協働・自立のまち についてで

あります。 

共生・協働・自立のまちづくりにつきましては、人口減少社会

における地域課題の解決のため、「地域コミュニティ形成促進モ

デル事業」を拡充し、地域づくりの新しい仕組みを構築するとと

もに、市民と行政のパートナーシップを形成してまいります。 

また、市民の皆様の御意見を市政に反映するために、各種計画

を策定する中で意見聴取の機会を確保してまいります。 

併せて、市民の皆様に必要な情報を適切にお届けするため、よ

り伝わりやすい広報紙やホームページの内容充実、行政告知放送

端末、ケーブルテレビ等の情報基盤の活用を継続して図ってまい

ります。 

男女共同参画につきましては、男女共同参画社会の実現に向け
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「第３次志布志市男女（ひと）がともに輝くまちづくりプラン」、

「志布志市女性活躍推進計画」及び「第２次志布志市ＤＶ対策基

本プラン」に基づき、女性の人権の確立を目指す環境整備や学習

の推進及び啓発など、あらゆる分野への男女共同参画の促進を図

ってまいります。また、職場内における慣行見直しの意識改革、

ワーク・ライフ・バランス等の周知・啓発に努めてまいります。 

最後に、市民とともに歩む「ムダ」のない経営 についてであ

ります。 

行財政改革につきましては、第２次行政改革大綱及び行政改革

アクションプランに基づき、施策や事業の選択と集中を図りなが

ら効率的で質の高い行財政運営を推進してまいります。 

特に補助事業につきましては、社会情勢の変化等により開始時

の目的及び効果が低下することが考えられることから、既存の補

助事業に係る必要性や効果、効率性を検証の上、ゼロから積み上

げなおして再構築する、いわゆる「ゼロベースでの見直し」を実

施し、これまでの一律削減ではなく、真に必要な事業は重点的な

配分を行い、効果の薄い事業は見直しを行うなど、メリハリのあ
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る補助金運用を推進してまいります。 

公共施設の適正な維持管理につきましては、「志布志市公共施

設等総合管理計画」に基づき、個別施設ごとの具体的な方針を定

めるための個別施設計画の策定に向けて、各施設の維持更新コス

ト、活用状況等を把握し、2020 年度末に完了するよう策定作業を

進めてまいります。 

職員の意識改革につきましては、４つの行政経営指針を基本に

職員が率先して市民の皆様へ挨拶や声掛けを行い、市民の皆様が

気軽に相談できるような窓口体制の充実を図るとともに、課内で

の協力体制を構築し、職員が幅広く対応できるようにするなど、

市民サービスの向上が図られるよう組織の在り方を検証してま

いります。 

また、法務能力、政策形成能力等を高める専門的な研修を実施

し、又は受講させるとともに、東京駐在所への派遣を引き続き実

施するなど、職場外への派遣研修にも積極的に取り組み、柔軟な

発想力と行動力を発揮できる人材の育成を図りながら、職員の資

質向上に努めてまいります。 
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以上、市政に対する私の所信の一端と第２次志布志市総合振興

計画のまちづくりの基本目標に基づき、各分野における具体的な

取組について申し述べましたが、これらの取組が本市の更なる発

展につながる確かな布石となるよう、引き続き「熱き思い」を胸

に、職員と共に知恵を出し合い、汗を流して市政運営に邁進する

所存でありますので、市民の皆様並びに議員各位の一層の御理解

と御協力をお願い申し上げます。 


