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施  政  方  針

本日ここに、平成 30 年第２回志布志市議会定例会の開会に当

たり、平成 30 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。 

私は、先の３月定例会におきまして、「市民目線で市民が主役

のまちづくり」を政治理念に掲げ、「市民生活の利便性向上」の

実現に向けた、５つの政策ビジョンを柱とした市政に対する基本

的な考え方について、所信を申し述べたところです。 

市長に就任して以来、４か月が経過しようとしておりますが、

この間、各地域の様々な行事等に参加させていただき、市民の皆

様から多くの御意見を聞かせていただきました。改めて、志布志

市の未来を切り拓く市政のかじ取り役として、責任の重さを痛感

するとともに、市民の皆様から寄せられた大きな期待と信頼に応

えるため、全力で市政運営に取り組む「熱き思い」が更に高まっ

たところであります。

 １期目、初年度の市政運営に臨むに当たり、市政発展への新た

な一歩が着実な前進となるよう全身全霊で取り組む所存であり
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ます。 

平成 30 年度は、当初予算を骨格予算として編成し、今回の補

正予算につきましては、第２次志布志市総合振興計画に掲げた将

来都市像である「未来へ躍動する創造都市 志布志」の実現を目

指した施策を体系的かつ効果的に推進しつつ、所信表明でお示し

した５つの政策ビジョンの具体的な推進を重視した予算編成を

行ったところであります。 

我が国の経済情勢につきましては、政府が４月に発表した月例

経済報告によると、個人消費や輸出の持ち直しなどを踏まえ、景

気全体の判断を「緩やかに回復している」とし、先行きにつきま

しても緩やかな回復を見込む一方で海外経済の不確実性や金融

資本市場の影響に留意する必要があるとしています。 

県内の情勢につきましても同様に「緩やかに回復しつつある」

とし、個人消費は、大河ドラマ「西郷
せ ご

どん」効果による県外から

の宿泊客の増加など宿泊・観光面が好調となっており、生産活動

は、海外需要等を背景に緩やかに回復しつつあるとする一方で、

雇用情勢は、「医療・福祉」、「製造業」などの新規求人数の増加

で有効求人倍率は改善しているものの、人手不足感が拡がってい
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るとしています。 

また、３月に県が公表した平成 27 年度の県内市町村民所得推

計によると、県全体の一人当たりの市町村民所得は前年度比

3.1％の増となり、本市におきましては、配合飼料の出荷額が増

えたことなどの理由により、県内で２番目に高い７％の増加率と

なっています。 

景気回復の兆しが見込める一方で、先行きが未だ不透明な部分

もあることから、今後も国、県の動向を十分注視していく必要が

あります。 

このような中、本市としまして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、事業の改廃や集中投資、予算の再配

分など限られた財源を重点的かつ効率的に配分することを基本

に事務事業の優先度評価を活用した見直しを行い、歳出の抑制と

真に有効な事業かどうかを見極めながら、メリハリのある予算編

成に努めてまいりました。今後も事務事業の総点検による費用対

効果の検証を行いながら、行財政改革に取り組んでまいります。 

また、私は、所信表明で将来的には本市の人口４万人を目指す

意気込みで取り組むと述べましたが、少子高齢化や人口減少など
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本市を取り巻く社会情勢が厳しさを増す中、直面する課題や市民

ニーズを的確に把握し、市民生活の向上に資する様々な取組を今

後もより一層推進していく必要があります。 

そこで、10 年後を見据えた将来性のある事業展開を図るため、

「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」

をキーワードに本市との関わりやその想いを深化させる新たな

移住・交流の仕組みづくりを検討するプロジェクトを立ち上げま

す。 

併せて、本年度で４年目を迎える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」に掲げた事業のＰＤＣ

Ａサイクルに基づく効果検証を行いながら、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。 

庁舎の在り方につきましては、「本庁舎機能」を志布志支所へ

移転するという所信表明の方針に基づき、移転の時期やそれに伴

う条例の改正、予算の提案など具体的な移転計画について、全庁

的な検討を行うための組織として「本庁舎移転検討委員会」を設

置しました。移転に向けて、あらゆる課題を洗い出し、その解決

策を検討していく必要がありますが、早い時期に取り組むべきも
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のや中・長期的な視点で取り組むべきものなどそれぞれの課題を

段階的に整理して、計画づくりを行うとともに、人員体制や業務

分担など組織機構の再編も視野に入れながら、慎重に議論を進め

てまいります。 

本庁舎移転を含め、各施策の推進につきましては、市民サービ

スの低下を招くことがないよう議会をはじめ市民の皆様の御理

解、御協力をいただきながら、魅力ある新しいまちづくりを目指

して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。 

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、これまでもポートセールス活動に加

えて、「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、利用促進に努めてまいりました。 

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、目標としている 10 万ＴＥＵに迫る９万９千 259ＴＥＵ
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となり、前年比 10.77％増で過去最高の取扱量となっているとこ

ろです。本年度も官民一体となったポートセールス活動を展開し、

コンテナ取扱量 10 万ＴＥＵを目標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、昨年度から事

業が着手されており、本年度からは国際コンテナターミナルの岸

壁延伸事業が予算化されております。本市としましては、今後、

早期供用開始に向けて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５月 15 日に就航し、２

隻目の「フェリーさんふらわあ きりしま」は今年の夏に就航が

予定されております。 

さらに、明治維新 150 周年による西郷
せ ご

どんブームや２年後のか

ごしま国体の成年男子サッカー会場となっていることから、今後

も県や大隅総合開発期成会等と連携を図り、観光・特産品等の周

知活動、旅行エージェントとの企画ツアーやスポーツ合宿等旅客

の確保に努め、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、今年
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２月に３隻目となる新造船が就航し、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ます。今後、東九州自

動車道や都城志布志道路が開通することにより、ますます南九州

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ます。 

東九州自動車道は、平成 32 年度に志布志～鹿屋串良間の開通

予定が公表され、市内においては、橋りょうや道路横断箇所の工

事が本格化しております。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取り組んでまい

ります。全線開通に向けて、引き続き残された油津～夏井間の早

期事業化を要望してまいります。 

なお、市道香月線延伸計画に伴い、志布志港から東九州自動車

道へのアクセス向上及び地域の活性化に寄与するために、（仮称）

志布志有明インターの本線連結許可を受けており、工事着手が予

定されております。 

都城志布志道路は、本年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が進められております。 
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防災・経済・医療の道として、引き続き、国、県、関係機関に

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、今日の高齢化社会に対応すべく、

歩道等の整備促進を関係機関に要望してまいります。県道の整備

につきましては、現在採択されている路線の早期完成を促進する

とともに、他の路線につきましても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、飯山通

山１号線の道路改良整備を本年度も行ってまいります。 

都市計画につきましては、「志布志市都市計画マスタープラン」

の方針に基づく具体的な取組としまして、今後インターチェンジ

の開設による開発圧力の高まりが予想されることから、無秩序な

開発を防ぎ、有効な土地利用の適切な誘導を図るための開発動向

に応じた土地利用コントロールとして、（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て取り組んでまいります。 

本市の公共交通体系は、鉄道、路線バス、福祉タクシー、スク

ールバスの運行により形成されており、日常生活に必要不可欠な

交通移動手段となっておりますが、現在の公共交通機関のネット
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ワークでは必ずしも充足しているとは言えず、交通空白地域が市

内に多数存在している状況となっております。 

地域ごとの現状や課題を分析するとともに、将来に向けた公共

交通ネットワークの在り方を検討していくことが不可欠であり、

持続可能で利用しやすい地域公共交通の実現を目指すため、交通

事業者等との連携を図りながら、「志布志市地域公共交通網形成

計画」を策定し、公共交通ネットワークを再構築してまいります。 

 情報化の整備・推進につきましては、昨年度に策定しました「第

３次志布志市情報化計画」に基づき、各重点施策をより実効性の

高いものとするため、ＩＣＴの進展に併せて必要性や緊急性、実

施成果の高い施策が効果的に推進できるよう取り組んでまいりま

す。 

平成33年１月に更新予定の次期基幹業務システムにつきまして

は、市民ニーズに対応する柔軟で拡張性があり、併せて災害等に

強いクラウド化による運用及びコンビニ交付サービスの導入・検

討について委員会、専門部会を開催し、システムの選定に取り組

んでまいります。 

また、事業開始から７年が経過する光ファイバー通信網「しぶ
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し 志
こころざし

ネット」につきましては、安定的なサービス提供を確保す

るためのＩＲＵ契約が平成 33 年７月に期間満了となることから、

運営方式の見直しを含めた事業継続に関する協議・検討を行って

まいります。 

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

であります。

住宅政策につきましては、少子高齢化・人口減少等の課題を正

面から受け止め、新たな住宅政策の方向性を示す計画づくりとし

て策定した「志布志市住生活基本計画」に基づき、安全に安心し

て快適に生活できる住環境づくりに取り組んでまいります。市営

住宅の建替えにつきましては、県産材である木材を利用し、周辺

の環境に調和した木造住宅団地として、市営宮脇団地の整備が本

年度で完了する予定となっております。 

住宅リフォーム助成事業につきましては、高齢者対応、住宅の

耐震診断及び耐震改修工事の助成を行い、安心・安全な住まいの

形成に努めてまいります。 

また、過疎化や人口減少に伴い、空き家が増加傾向にある中、
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昨年度に「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく、空

家等対策協議会の設置と「空家等対策計画」の策定を行いました。

今後は、空き家の適正管理対策として、危険廃屋解体撤去事業に

よる住宅や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、本計画に基づき適切に管理が行われていない空き家の対応を

行いながら、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、移住定住促進事業に引き続き

取り組み、市外からの移住、市内の定住を図ってまいります。ま

た、昨年度から実施した民間賃貸住宅に対する家賃助成について

は、対象企業に市が認定した「移住定住・雇用促進パートナーシ

ップ企業」を新たに加え、雇用による移住者の定住化を促進して

まいります。 

定住促進住宅用地につきましては、昨年度完成した伊﨑田地区

の分譲を開始するとともに、尾野見地区において分譲に向けての

造成工事に着手いたします。 

また、若者の定住促進につきましては、晩婚化、未婚化が進行

する中、若者の独身男女の出会いの場を提供するとともに、若者
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の出会いを応援する企業や団体の育成を行うことにより、職場や

地域を通じた結婚希望者へのサポート環境づくりを支援してま

いります。 

水道事業につきましては、市民生活や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や高井田水源地に代わ

る蓬原中野水源地の施設整備を行います。 

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、

良質で安心・安全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本

市の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、本年度も国の地

方創生推進交付金を活用し、早期の技術確立に向けて、ユニ・チ

ャーム及びそおリサイクルセンターと共同で技術開発実証試験

を進めてまいります。モデル地区での分別回収も継続して実施し

ながら、再資源化システムの確立を目指してまいります。 

地球温暖化対策につきましては、本年３月に改訂した地球温暖
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化対策実行計画を市役所が着実に実行することで、事業者、市民

の皆様の意識啓発を図ってまいります。 

また、「生物多様性の保全」の観点から、市内で確認される希

少な野生生物をはじめ、本市の豊かな自然や環境を守るため、本

年度も市民の皆様の参画を得ながら、平成 32 年度までの「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。 

トゲによる被害が深刻なメリケントキンソウにつきましては、

撲滅対策会議を開催しながら、県内でもいち早く対策を講じてま

いりました。市が管理する公園、グラウンドなどにおきましては、

発芽・成長初期に効果的な薬剤防除を実施するとともに、施設を

利用する皆様にも「入退場時の靴裏チェック」や「10 分間の草

取り」への協力をいただきながら、繁殖を抑えてまいります。 

生活排水の適正処理につきましては、引き続き「公共用水域保

全事業補助金」や「浄化槽設置整備事業補助金」を活用し、合併

処理浄化槽の設置及び農業集落排水施設への接続を推進し、公共

用水域の快適な水環境の保全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
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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。 

また、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、研修会や防災訓練、地区防災計画作

成に要する経費の助成事業を実施してまいります。 

消防団につきましても、隔年で実施する操法大会を含めた訓練

や研修等を通じ、消防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や資機材等の整備、再編

による組織力強化のための詰所整備を行い、さらに、火災予防や

防火指導等の啓発活動により地域防災力の充実強化を図ってま

いります。 

また、大規模災害に備え、都城定住自立圏を構成する市町の消

防団と大規模災害対応消防団員養成訓練を実施してまいりまし

たが、より一層の連携強化を進めるために、今後も訓練を重ねて

まいります。 

津波対策につきましては、これまで実施した基礎的調査を踏ま

え、本年度において「志布志市津波防災地域づくり推進計画」及

び「津波避難対策緊急事業計画」を作成し、また、津波避難タワ

ーの整備が優先されると考えられる場所につきまして、「津波避
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難タワー基本構想・基本計画」を作成し、整備に向けての検討を

進めるとともに、引き続き避難経路を示す案内看板等の整備を実

施するなど対策を強化してまいります。 

そのほか、研修や訓練により迅速かつ正確な情報伝達体制の構

築を図り、医療・福祉施設等の要配慮者利用施設や主に沿岸部の

事業所等にデジタル対応型の防災行政無線戸別受信機を整備し、

併せて、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の新型機器への更

新を行い、確実な情報伝達手段の確保に努めてまいります。 

大規模災害発生時には、行政自らも被災し、人、物、情報など

利用できる資源に制約がある状況に置かれることが予想されま

す。このような状況下においても、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「志布志市業務継続計画」を策定し、

全庁的な災害対応を図ってまいります。 

防犯対策につきましては、犯罪件数は減少傾向にありますが、

身近な犯罪への不安感は依然として高い状況であり、警察や防犯

協会と連携し、うそ電話詐欺をはじめとする特殊詐欺や個人情報

詐取の被害防止広報や地域安全パトロールなどボランティアの

方々との連携を図りながら、声かけ・見守り活動等を実施し、犯
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罪の抑止活動を支援してまいります。 

併せて、広報紙、ホームページ、メール配信及び行政告知放送

端末を活用した啓発活動や安全・安心まちづくり指導員による出

前講座などを実施するとともに、防犯カメラの設置も視野に入れ

ながら、犯罪発生率の低いまちを目指してまいります。 

交通安全対策につきましては、警察、交通安全協会、隣接市町

及び市交通安全母の会と連携し、交通事故防止の啓発活動を実施

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、運転免許証自主返納支援事業を推進して自主的な免許証返納

を促し、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、道路反射鏡やガードレール等の交通安全施設の整備

により、引き続き安全・安心なまちづくりを推進してまいります。 

消費者行政につきましては、消費生活センターを設置して、悪

徳商法やインターネットの普及によるトラブルなど消費者から

の様々な苦情・相談に応じ、問題解決を図っております。また、

市内のイベントや出前講座等を活用しながら、高齢者を中心とし

た啓発活動等も行っております。今後も、ＳＮＳ等を活用した情

報発信などの「被害を未然に防ぐ活動」に更に積極的に取り組み、
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安心した消費者生活の確保に努めてまいります。 

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 についてであります。 

企業立地の促進につきましては、地域経済の活性化と雇用創出

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

に努めるとともに、市内の既存企業に対しましても、工場を増設

する企業への支援を行い、雇用拡大を図っております。昨年度は

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 110 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

雇用計画に対しては、ハローワークとも連携して雇用者確保に向

けた支援を行ってまいります。 

また、志布志港の後背地に本市が開発・造成している臨海工業

団地の分譲地につきましては、一昨年度に 1工区及び２工区の約

6.8 ヘクタール、また、昨年度に３工区の約 1.3 ヘクタールの土

地売買契約を物流倉庫業４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、今後、需要増が見込まれる輸出入貨物用の物流倉庫建設



- 18 - 

や新規雇用が計画されております。 

物流アクセス面で優位で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ため、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臨海工業団地

の整備、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、生産者の高齢化により農家戸数は急

激に減少しており、耕作放棄地の増加や集落機能の維持が困難に

なるなど農業の担い手育成は喫緊の課題であります。 

市も農業公社と連携しながら新規就農者の育成を行うととも

に、研修受入態勢の充実を図るために、松山地域に研修ハウスを

建設したところであります。地方創生の戦略として人口増の一助

となるよう、引き続き研修事業の支援に取り組んでまいります。 

また、農地の効率的な利用を図るため、農地中間管理事業を活

用して地域農業の担い手への農地の集積・集約化に取り組み、さ

らには、地域集積協力金などにより、地域での話し合い活動を支

援し、人・農地プランの充実を図ってまいります。 
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グリーン・ツーリズムにつきましては、農家民宿数の増加に伴

い、受入態勢の充実が図られてきたところですが、今後は、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、イ

チゴなどの施設園芸や広大な農地を利用したキャベツ、さつまい

もなどの土地利用型野菜の振興を図ってまいります。 

施設園芸では、活動火山周辺地域防災営農対策事業、農業・農

村活性化推進施設等整備事業などの補助事業を活用してビニー

ルハウスや附帯施設の整備を進めてまいります。 

露地野菜では、近年カット野菜の需要が増えてきていることか

ら、国の支援を受けて産地パワーアップ事業を活用し、たまねぎ

収穫作業の機械化一貫体制を整えてまいります。 

また、鳥獣被害防止用の電気柵をはじめ、国県補助の対象とな

らない施設整備や農業機械導入については、市単独事業である農

業生産対策事業の活用により、農家の所得向上及び経営の安定を

図ってまいります。

茶業振興につきましては、かんがい施設の整備など生産に適し
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た条件整備がなされ、栽培面積は約 1,200 ヘクタールの九州第２

位の生産量を誇りますが、緑茶の販売価格は消費の停滞により依

然として厳しい状況にあるため、産地パワーアップ事業などの補

助事業を活用しながら施設整備を図り、より一層のコスト低減及

び高品質茶の生産に努めてまいります。 

併せて、広く市民から「志布志茶アドバイザー」を募集し、本

市のお茶の特徴や文化、おいしいお茶の入れ方などを習得しても

らい、生産者と連携したお茶の消費拡大に取り組んでまいります。 

また、消費者の食品に対する安全志向は年々高まっており、環

境に配慮した栽培に努めるとともに、特に輸出においては海外の

農薬使用基準が厳しいことから、有機栽培への転換を図り、海外

輸出への販路を拡大してまいります。 

平成 31 年には、鹿児島県茶業振興大会が本市で、平成 32 年に

は、全国お茶まつり大会が鹿児島県内で開催されることから、志

布志市産茶ＰＲの絶好の機会と捉え、茶品評会での農林水産大臣

賞、産地賞を目指すとともに、志布志市産茶の銘柄統一に向け、

関係機関と協議を進めてまいります。 

畑地かんがい事業につきましては、曽於南部地区が県営畑地帯
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総合整備事業により整備中であり、平成 33 年度までに全体が完

了する見込みであります。今後も水利用の理解促進を図るため、

農家への個別訪問及び見せる展示圃等に取り組み、実際の水利用

の実践状況を広くＰＲしてまいります。 

畜産振興につきましては、肉用牛の繁殖用雌牛は２年連続で増

加しましたが、高齢化による生産農家の減少に伴い、増頭による

生産基盤の維持は喫緊の課題となっていることから、国の支援に

よる施設整備や市単独事業である畜産施設整備支援事業に引き続

き取り組みながら、飼養規模の拡大を図ってまいります。 

肥育牛につきましては、子牛の価格が高値で推移していること

から、肥育経営支援対策事業において、黒毛和種導入の単価を引

き上げるとともに、肥育経営安定対策貸付基金の貸付を継続して

肥育素牛の導入支援を行ってまいります。 

疾病・防疫対策につきましては、国内では鳥インフルエンザや

豚の流行性下痢、韓国では口蹄疫が発生するなど予断を許さない

状況であることから、予防接種、消毒資材購入による未然防止や

家畜衛生管理の啓発を行いながら、家畜の損耗防止と安心・安全

な畜産物の供給に努めてまいります。 
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また、昨年９月に開催された第 11 回全国和牛能力共進会宮城大

会において、本市の「鹿児島黒牛」が「和牛日本一」の栄冠に輝

きましたが、平成 34 年には第 12 回大会が鹿児島県で開催される

ことから、高品質生産対策事業や全共対策事業の実施による優良

品種への改良を推進しながら、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、年々耕作者が高齢化する中で、

新たな担い手を確保するため、ほ場整備を推進することにより、

耕作道路の整備や基盤整備の特性でもある農地の集積の効果が広

まりつつあると感じております。 

中山間地域総合整備事業の志布志地区と有明地区につきまして

は、17 団地中９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は、昨年度に換地配分案が完成し、本年

度は水田の工事に着手する予定となっております。 

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、こ

れまで施工同意徴集と基本設計を行ってまいりましたが、本年度

から換地配分案の作成を進めてまいります。 

今後も地元推進員など関係者の協力をいただきながら早期完成
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を目指して取り組んでまいります。 

また、蓬原中野地区のほ場整備につきましても、事業の新規採

択に向けて引き続き取り組んでまいります。 

市が直接関係する土地改良施設の維持管理状況につきまして

は、現在、広域農道「そお街道」の舗装修繕、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ます。

この道路は緊急輸送道路でもあり、交通量の多い路線でもあるた

め、災害に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 24 の活動組織があり、活動農地面積は約 1,000 ヘクタールとな

っており、今後は、畑地帯の拡大も含め、引き続き関係機関と連

携しながら、この制度を十分に活用していただけるよう啓発活動

に取り組んでまいります。 

次に、林道整備につきましては、平成 28 年度から県代行事業と

して認可された田之浦の林道御在所岳線は、地方創生道整備交付

金を活用し、県営事業として林道開設が継続されております。市

においては、用地交渉に関する事務を行い、計画的に工事着手で

きるよう引き続き取り組んでまいります。その他の林道整備につ
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きましても、適正な管理に努め、機能の維持を図るとともに、木

材生産量の拡大につながる路線の整備を図ってまいります。 

林業振興につきましては、志布志港からの木材輸出量が７年連

続日本一となり、安定的な輸出量は確保できているものの、今後

の経済状況等の変化に伴い、その影響が懸念されます。 

このような中、誘致企業の製材工場が本格稼動すれば、地元産

材の利用促進（地材地建）や九州でのローコスト木材住宅の建築

が増えるなど期待されるところであります。 

今後も森林組合及び森林づくり推進員等と連携しながら、民有

林も含めた主伐、再造林へ結び付けられるよう一体となって取り

組み、森林保全に対する意識の高揚を図ってまいります。 

特用林産物枝物等につきましては、シキミ、サカキなどの産地

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

産組合や各生産団体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、漁業者の高齢化、後継者不足、水

揚量の減少など多くの課題を抱えており、厳しい状況が続いてお

りますが、本年度も漁獲量対策として稚魚や稚貝などの放流事業
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を継続して行ってまいります。また、平成 28 年度から地方創生推

進交付金を活用し、イワガキの養殖に取り組んでおり、本年度は

本格的出荷を目指して、ふるさと納税の返礼品としての活用も視

野に入れながら、志布志ブランドの確立へつなげてまいります。 

本市が管理している夏井漁港につきましては、水産基盤整備事

業などの補助事業を活用した改修等に努めるとともに、漁協や関

係機関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、国内の中小企業が年々減少してき

ており、個人事業者においては、少子高齢化により事業承継がな

されず、廃業する事業者も増えてきています。 

本市におきましても、商工業者の経営安定を図り、商店街の活

性化・魅力ある店舗づくりを進めるため、商工会との連携を強化

し、商工業振興対策事業を展開・支援してまいります。

創業や起業、事業承継につきましては、市役所や関係団体、金

融機関等が連携して経営セミナー等の実施や各種補助金の紹介

及び手続の案内、経営に関する支援等を行う起業支援センターの

組織づくりに取り組んでまいります。 

併せて、市内での消費喚起及び市内商工業の振興並びに地域経
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済の活性化を目的としたプレミアム商品券発行事業を本年度も

実施してまいりますが、より多くの市民の皆様が利用できるよう

取り組んでまいります。

また、事業者への雇用の安定的確保と地元出身者の雇用を促進

するため、「雇用対策協定」に基づく大隅公共職業安定所との連

携による「就職合同説明会」や「スキルアップセミナー」等を開

催し、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。

本市は、海産物・農畜産物に恵まれた「食の宝庫」である利点

を生かし、これまで「食・グルメ」による商店街振興にも力を入

れてまいりました。本年１月には東京ドームで開催されました

「第９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」丼が念願のグランプリを獲得しましたが、観光

入込客の増加や市内飲食店の活性化など市内への波及効果につ

ながるよう、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・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。 
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そのため、その柱となるスポーツ合宿誘致につきましては、鹿

児島県で第２位という実績に甘んずることなく、フェリーさんふ

らわあ等と連携し、更なる誘致を図るため、関西地区のほか九州

内の大学や旅行エージェントなどへの情報提供や海外の大学等へ

のスポーツ合宿誘致活動を行います。また、体育施設の改修や備

品を計画的に整備し、併せて奨励金の対象を広げることで、閑散

期のスポーツ合宿を誘引し、体育施設の有効活用と経済効果を更

に高めてまいります。 

ダグリ岬周辺につきましては、旧夏井荘を取得し、景観整備を

行うことで、ダグリ岬周辺一帯の更なる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避けられない状況

ではありますが、経費の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、引き続き指定管理者と連携してまいります。 

イベントに関する取組につきましては、全ての祭りを対象に見

直しを行い、市民の皆様が主体となり、知恵と汗を出し合い、地

域と協働して実施する「お釈迦まつり」、「志布志みなとまつり」、
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今年で 30 周年を迎える「やっちく松山藩秋の陣まつり」が、より

個性的で魅力あるイベントとなるよう取り組んでまいります。 

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、その利活用を考えてまいります。 

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。 

 特産品の振興につきましても、観光特産品協会に委託し、ふる

さと納税制度を活用した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海外展開に関する市

場調査などの事業に取り組むとともに、ふるさと納税推進の拠点

となる東京駐在所を開設し、首都圏における事業展開を図ってま

いります。 

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していた

だきました。全国の皆様に改めて感謝の意を表するとともに、皆

様の「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」に活用してまいります。 
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 本市の特産品を広く全国に認知させるとともに、特産品を通じ

て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。特に、これまで本市を応援

したいと思い、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るとともに、寄附の使い道についても積

極的な情報発信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を行い、志布志の認知度向上に努めてきた

ところであります。健康、環境政策、ツーリズム、情報発信の４

つの視点で検討している志布志ブランド推進協議会での検証を

行い、更に志布志のイメージや認知度を向上させる取組を検討し

てまいります。 

 市外向けの取組につきましては、特にふるさと納税での高い評

価を生かし、本市の特産品全体のブランド価値を高め、「志布志

のものなら間違いない。」と感じてもらえるよう、戦略的にブラ

ンドイメージを確立してまいります。このことにより、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

つなげてまいります。 
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第４に、生き生きと笑顔で暮らせるまち についてであります。 

保健・医療・福祉を取り巻く環境は、急激な少子高齢化と今後

確実に見込まれる人口減少に伴い、大きく変化することが予想さ

れますが、本市におきましては、誰もが安心して子どもを育て、

元気で生き生きと暮らせるまちづくりのために様々な施策を実施

してまいります。 

子育て支援につきましては、「子ども・子育て支援事業計画」

に基づき、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、保育所定員の拡充や認定こど

も園の普及を図るとともに、引き続き、施設整備への支援も行っ

てまいります。 

また、「病児・病後児保育事業」につきましては、現在、志布

志地域の１か所で病児保育を実施しておりますが、他の地域でも

実施できないか、引き続き保育事業者等と協議・検討を進めてま

いります。 

さらに、平成 27 年度からの対象児童の拡大に伴い、利用者が増

加している「放課後児童健全育成事業」につきましては、施設を
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整備し、受け皿の拡大を図るとともに、今後も施設整備等を含め

保育事業者と協議・検討を進めてまいります。 

各種医療費助成事業につきましては、申請方法の簡素化に向け、

医療機関等と協議・検討を進めてまいります。 

社会福祉につきましては、地域住民や自治会、ボランティア等

の市民団体、社会福祉協議会、行政が相互に連携しながら、個々

に抱える問題や地域の課題を明らかにし、それに対する方策案や

地域ごとの方向性等本市の地域福祉の推進のために、平成 31 年度

から 35 年度までの「第２期志布志市地域福祉計画」を策定いたし

ます。 

高齢者福祉につきましては、高齢者が生活を営んでいる地域社

会が安心して住みやすい場所となるよう社会福祉協議会をはじ

め、社会福祉団体等と連携し、地域活動を通じた生きがいと仲間

づくり、健康づくりを目的としたふれあいサロン活動事業等高齢

者福祉事業の充実を図るとともに、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。 
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障害福祉につきましては、昨年度に策定した「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。 

生活困窮者自立支援制度につきましては、生活保護に至る前の

段階の自立支援対策の強化と生活保護から脱却した人が再び生活

保護に頼ることがないよう、生活困窮者に対し、自立相談支援事

業及び住居確保給付金支給事業を行うとともに、自立支援対象者

の特質に合わせ、効果的かつ効率的な支援ができるよう就労準備

支援事業及び家計相談支援事業に引き続き取り組んでまいりま

す。 

次に、保健事業につきましては、「健康」は、市民が豊かな生

活を送る上で最も基本的なものであるとともに、高齢化社会にお

ける医療費の適正化の視点からも、一人ひとりが生きがいを持っ

て健康づくりに取り組んでいただくことが、大変重要であると認

識しております。 

特定健康診査の受診率につきましては、平成 28 年度で 54.1％
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となっており、平成 27 年度と比較して 0.5％上昇しました。受

診率が向上することで、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、引き続き目標である

70％を目指して、特定健診の受診率向上に取り組んでまいります。 

特に受診率の低い 40 歳、50 歳代の受診者を増やすため、新た

に 40 歳となり特定健診の受診対象となった国保の方には、個別

に訪問し、社会保険等の方には、封書等により、特定健診の目的、

意義、効果等について説明し、受診啓発に努めるとともに、20

歳から 64 歳までの働く世代を対象に、６か月間に減量した脂肪

量に応じて商品券と交換する脂肪減量事業に取り組み、市民が体

を動かす習慣を身に付け、食生活を見直し、適正な食事の量及び

質の向上に努めるきっかけづくりに取り組んでまいります。 

母子保健事業つきましては、本年度から設置しました「子育て

世代包括支援センター」を拠点として、助産師・保育士・保健師

が相談、支援を行うとともに、保育所などの関係機関と連携を強

化し、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。 
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乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図る

ため、生後２か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問する「こん

にちは！赤ちゃん事業」を継続して行い、様々な不安や悩みを聴

き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身

の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭につ

きましては、適切なサービスにつなげてまいります。 

また、妊娠・出産・子育てに関する情報を提供するため配信し

ておりました「子育てすくすくメールマガジン」を本年度から「母

子健康手帳アプリ」に切り替え、更に妊産婦等がタイムリーに情

報を受け取ることができる環境を整えてまいります。 

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、

そして、都城市及び鹿屋市との定住自立圏の形成に関する協定に

基づく夜間急病センターの運営、ドクターヘリの運行などに加え、

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、大崎町等と平成 25 年８月に設立しました曽於

地域医療確保対策協議会での議論を活性化させ、必要な医療を確

保するための取組を進めてまいります。 
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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」の基本理念である「共に支え合い いき活

きと 笑顔で暮らせる ふるさとに」を目指し、住み慣れた地域

で高齢者一人ひとりが、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・共助の環境づ

くりを行うため、昨年度から志布志市生活支援体制整備協議体を

設置しております。今後も引き続き、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、認知症疾患医療セン

ターと連携を図り、早期診断・早期支援を行うことができる体制

の構築を目指します。  

また、現在、認知症の方とその家族が気軽に集える場として「認

知症カフェ」を２か所開設しております。今後、更に増加させ、

市民同士が支え合える拠点づくりに努めてまいります。 

昨年度から体操を通じて地域活動の拠点を作るために普及活

動を行っている「ころばん体操」につきましては、自治会、公民
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館等で 14 の自主活動グループが立ち上がっております。本年度

も引き続き普及に努め、元気な高齢者を増やす取組を進めてまい

ります。 

国民健康保険事業につきましては、御存知のとおり、本年度か

ら都道府県が市町村とともに国保の運営を担っております。県の

主な役割としましては、財政運営の責任主体となり、安定的な財

政運営、効率的な事業運営の確保等、国保運営の中心的な役割を

担い、制度を安定化することとされております。 

新制度の開始初年度ですので、あらゆる状況に対応できるよう

県及び国保連合会と連携を密にし、適正な事業運営に取り組んで

まいります。 

また、特定健診の受診率や特定保健指導の実施率等の評価指標

の達成を数値化し、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。 
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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

ついてであります。 

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。 

本市教育行政を総合的かつ計画的に推進する後期教育振興基

本計画に基づき「志のあふれるまち」を基本理念として、志を高

く掲げ、学ぶ意欲にあふれる子どもの育成から市民づくりへと発

展させる「志」を高める教育を更に推進してまいります。 

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。 

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・生徒が志を高くして郷土

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。 
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 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。 

 特に、先人から引き継がれてきた公徳やきまりを守る心、親に

感謝する心、高齢者を大切にする心、尊敬の念をもって地域や友

達を大切にする心、目標をもって努力する心などの「志」は、次

代を担う子どもたちに確実に伝えていかなければならないと考

えております。 

また、コミュニティ・スクール制度が本年度で全ての学校に導

入されることから、地域が積極的に参画する学校づくりを進めて

まいります。４月に開校した小中一貫型小学校・中学校「伊﨑田

学園」につきましては、本年度に新校舎を整備し、本市における

小中一貫教育モデル校としての取組を更に推進してまいります。 

 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・中学校連携の強化、鹿児島大学教育学部との連携、地域人

材の活用やキャリア教育の推進、全学校へタブレット端末を導入

し、ＩＣＴ機器等の充実・活用を図り、きめ細やかな指導による
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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。外国語教育につき

ましては、これまでのＡＬＴによる派遣に加え、小学校英語教育

支援講師や小学校英語専科指導加配の配置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

ために、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

充実に努めてまいります。 

さらに、教職員の資質向上のための研修環境の充実を図るとと

もに、土曜学習教室（志学教室）や夏休み学習教室等、学校外の

学習環境も一層充実するよう努めてまいります。 

豊かな心の育成につきましては、小学校が本年度から特別の教

科「道徳」として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、人権教育の推進、道徳教育の充

実、いじめや不登校、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、平成 26 年度に策定した「いじめ防止基本
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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、

いじめ防止等に関係する機関及び各種団体と緊密な連携を図り

ながら、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、市内の高等学校２校に対して、総合的な支援を行うこと

により、保護者負担の軽減及び市内高等学校の充実・活性化を図

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やヘルメットの着用の義

務化について、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、食の重要性や病気の予防など健康に関する意識の向上に努

めてまいります。 

教職員の業務改善につきましては、業務の簡素化や効率化に向

けて取り組んでまいります。その取組の一つとして、本年度から
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夏季休業中に３日間の学校閉庁日を設け、教職員が休暇を取得し

やすい環境づくりに取り組んでまいります。なお、中学校におけ

る部活動につきましては、生徒や教職員の負担過重にならないよ

う平日週１日及び土曜日・日曜日のうち１日、合わせて原則週２

日の休養日の設定を推進してまいります。

小・中学校施設につきましては、本年度は伊﨑田小学校、伊﨑

田中学校の老朽化した木造校舎の建替え工事を実施し、併せて小

中一貫型の学校施設として整備を進めてまいります。 

また、トイレの洋式化やグラウンド等屋外施設の改修を計画的

に行うことによって、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、安心、安全な学校給食の提供に

努めてまいります。 

また、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。今後は、給食費の完

全無料化の実施に向けて検討してまいります。 
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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・生徒の健全育成のため

に「睡眠時間の確保」と「正しい電子機器使用の在り方」の啓発

を行い、幼少期・青少年期における睡眠の重要性をはじめとする

規則正しい生活習慣の確立の大切さについて理解を深める取組

を進めてまいります。また、平成 28 年度から毎年度作成してお

ります「志アップ子育て手帳」にも関係する記事を掲載し、各小・

中学校には学級ＰＴＡでの活用を図ってまいります。

 公民館連絡協議会や地域女性団体などの各種社会教育団体に

つきましては、更なる活動の充実に向けて支援を継続してまいり

ます。

生涯学習につきましては、ＮＰＯ志布志生涯学習センターを中

心に多様化、高度化する市民の学習要求に対応した生涯学習講座

の新規開設や内容の充実を図るとともに、講座内容や各種イベン

トといった生涯学習に関する情報を広く市民に提供するなど魅

力ある学習機会の創出と受講生の拡大に取り組んでまいります。
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さらに、開校 15 年目を迎える創年市民大学の活性化を図るた

め、地域おこし協力隊と連携し、市民大学生との交流を促進する

とともに、地域の自然や産業・歴史・文化など地域の良さを知り、

地域を愛する「地域学」をテーマにした講座の充実を図ってまい

ります。また、市文化会館の一部を開放し、市民や市民大学生が

気軽に憩い集える交流の場を創出することで、活動内容を広く市

民に周知し、新規学生の加入を促進してまいります。

図書館では、今後も調べ学習などのレファレンスサービスの図

書資料の充実を図るとともに、著名な絵本作家を招聘してのおは

なし会やブックスタート事業、セカンドブック事業を実施し、本

好きな子どもを育む家庭環境づくりに努めてまいります。 

また、図書館から遠い小学校への移動図書館車による貸出サー

ビスや高齢者、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、図書館ボランティアによる読み聞かせ等を充実

させるなど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。 

志ふれあい交流館につきましては、生涯学習で学んだ人たちの

発表の場としてＮＰＯ志布志生涯学習センターや図書館ボラン
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ティアと連携し、子どもから大人まで、いつでも、だれでも、楽

しく語らい集える交流の場として広く利活用してまいります。 

スポーツ振興につきましては、成人の週一回のスポーツ実施率

を 65％と定め、その実現に向けて、市体育協会、スポーツ推進

委員との連携を密にし、各スポーツ教室の実施やニュースポーツ

の普及を図り、全ての市民が気軽にスポーツ・レクリエーション

を楽しめる環境づくりに取り組んでまいります。また、競技力の

向上と併せて、地域の特徴を生かした施設整備を推進してまいり

ます。中でもかごしま国体の環境整備に向けて積極的な対応を図

る必要があることから、本年度は志布志運動公園陸上競技場及び

しおかぜ公園多目的広場の芝改良を実施してまいります。さらに、

昨年度設置しました志布志市第 75 回国民体育大会実行委員会の

本格的な稼動により、会場レイアウトの作成や大会運営組織の構

築を図るとともに、大会の成功に向けて引き続き県や関係団体と

連携してまいります。

有明体育施設につきましては、市民グラウンドを野球・ソフト

ボール競技を中心としたグラウンドとして位置付け、芝や排水溝

の撤去などの改修事業を実施してまいります。さらに、スポーツ
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合宿等の誘致活動を推進するため、有明野球場において、グラウ

ンドの土入れや防球ネット等の備品整備を行うなど、施設の充実

を図ってまいります。

文化・芸術活動の促進につきましては、子どもたちの文化・芸

術活動への関心を高めるため、青少年音楽祭や青少年芸術鑑賞事

業を開催してまいります。

また、文化協会につきましては、文化活動の活性化と地域の文

化振興を担う組織として、引き続き活動を支援してまいります。

さらに、自主文化事業につきましては、多彩な芸術文化に触れ

るために各年齢層に沿ったジャンルの選定に努めるとともに、関

係団体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。

地域文化の継承につきましては、これまで培われた歴史・伝

統・文化を後世に継承していくために、合併 15 年目となる平成

32 年度の発刊に向け、市誌の編さん作業を本格的に進めてまい

ります。また、本年度は民俗芸能大会を開催し、保存団体の活動

支援をはじめ、民俗芸能の記録保存と公開、発表の場を提供して

まいります。



- 46 - 

文化財の保存・活用につきましては、先人達が培ってきた数多

くの歴史的文化遺産を未来につないでいくためにも、歴史のまち

づくりを推進してまいります。現在、年次的に実施している志布

志城跡の整備及び福山氏邸の保存整備事業につきましては、事業

のスピード化を図ってまいります。また、山中氏邸は、大慈寺を

中心とした門前通りの拠点施設として利活用を図るため、屋根修

繕などの基礎的な整備に着手してまいります。 

併せて、志布志麓・町屋（千軒町）・門前通りの各地区に現存

する文化財の保存に努めるとともに、今回、県の文化財に指定さ

れた旧東郷医院も含めた国・県・市指定の文化財を活用したイベ

ントの開催や史跡めぐり事業等の充実に取り組んでまいります。 

 本市にある歴史的文化遺産につきましては、観光振興にもつな

がるまち歩きの拠点として位置付け、保存・活用を推進しながら、

「にぎわいのまちづくり」を創出してまいります。 

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、地域の自主性
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と自立性を尊重した新たな地域コミュニティモデルの構築を図

るため、校区を単位とした「地域コミュニティ形成促進モデル事

業」を実施し、地域住民が主役となるまちづくりを更に推進して

まいります。 

４年目を迎える地域おこし協力隊事業につきましては、現在６

人の隊員がそれぞれ地域おこし支援など地域協力活動を行って

おります。地域の課題解決や活性化に向け、より一層の推進が図

れるよう支援を行うとともに、隊員の将来的な定住定着を目指し

て取り組んでまいります。 

また、市民の皆様の御意見を市の施策に反映するためには、市

民ニーズの把握をしっかりと行い、市民が市政に参加しやすい土

壌をつくることが必要であります。 

そのためにも広報・公聴活動を積極的に行い、市の施策や様々

な活動を広く周知し、市民の皆様と行政情報を共有することが大

変重要であると考えております。 

既存の広報紙、行政告知放送端末やホームページなど様々な媒

体を用いて情報発信に努めるとともに、市民の皆様からの御意

見・御要望が反映しやすくなるような環境を整えてまいります。 
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男女共同参画につきましては、本年度を初年度とする「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」

を策定しました。 

これらの計画に基づき、男女共同参画社会の実現に向けて、女

性の人権の確立を目指す環境整備や教育、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等を図ってまいります。 

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、平成 29 年３月に策定した「第２

次志布志市行政改革大綱」に基づき、将来にわたり持続可能な行

財政経営を目指した取組を行っておりますが、今後も更に厳しい

財政運営が見込まれるため、「入るを量りて出ずるを制す」の心

構えで、新たな国県補助金制度の掘り起こしや民間の経営感覚を

取り入れた事務事業の効率化を図りながら、改革改善を積極的に

進めてまいります。 

また、業務執行状況を把握し、事務分担の適正化を図るととも
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に、係内業務の担当者制を廃止し、市民の相談等に柔軟に対応で

きる体制を構築するなど市民サービスの向上に向けた組織づく

りに取り組んでまいります。 

職員の意識改革につきましては、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

対応に努めるなど「行政は最大のサービス業」であることを常に

意識し、積極的に実践しながら、市民ニーズを把握し、志布志市

全体の発展へとつながるよう職員の意識向上に取り組んでまい

ります。 

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、これからの新しいまちづくりが、

市民の皆様にとって、希望と活気に満ちた魅力あふれるまちづく

りとなるよう「熱き思いで市民に身近な市政を」の信念の下、「市

民目線」による「市民が主役のまちづくり」を目指して、職員一

丸となって市政運営に邁進する所存でありますので、議員各位及

び市民の皆様方の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 


