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 施  政  方  針  

 

本日ここに、平成 29 年第１回志布志市議会定例会の開会に当

たり、平成 29 年度予算案につきまして、主要な施策とその概要

を説明させていただき、議会をはじめ市民の皆様の御理解と御協

力をお願い申し上げます。 

さて、昨年の世界情勢を垣間見たとき、近年にない大激変の世

界情勢だったのではないでしょうか。特に米国においては年間を

通じて行われた大統領選出選挙において、当初、泡沫候補と言わ

れたトランプ氏が、共和党代表に選出され、民主党代表のクリン

トン氏との激戦を勝ち抜き、世界中が驚嘆する中、第 45 代アメ

リカ合衆国大統領に就任し本年１月 20 日の就任式で、まずもっ

て「アメリカファースト」と声高らかに宣誓したのです。 

特に、選挙戦の政策の中でも掲げていた、今後の日本の経済に

大きく影響のあるＴＰＰについて、「参加せず」と表明していた

とおり、大統領就任直後に離脱のサインを断行しました。 

このように、米国の状況が極めて不透明である中、安倍内閣は

年末にＴＰＰの承認案と関連法案を可決、成立させました。今後、
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安部政権は政策を順調に展開しながらも、ＴＰＰについては見直

しをしなければならない状況で、どのような流れになっていくの

か、さらに注意深く見守らなければならない状況であります。 

日本経済におきましては、内閣府が２月 13 日に発表しました

平成 28 年 10 月から 12 月期の国内総生産速報値は、物価変動を

除く実質で前期比 0.2％増となり、このペースが１年間続くと仮

定した年率換算は 1.0％増でありました。プラス成長は４四半期

連続で、輸出が増えて全体の伸びを主導したとし、一方では個人

消費が小幅ながら４四半期（１年）ぶりに減少し、前の期の７月

から９月期と比べて成長率は鈍化したとしています。先行きにつ

いては、トランプ米大統領の保護主義的な政策の影響が引き続き

懸念され、日本経済が停滞を抜け出す道筋は見通しにくい状況と

しています。 

県におきましては、昨年７月に初の民間出身者として三反園知

事が誕生し、これからの県政運営が非常に注目されているところ

ですが、去る２月に 2017 年度の当初予算案が発表され、一般会

計の総額は 8,099 億 6,900 万円で、前年度当初予算（約 8,224 億

円）を 1.5％下回り９年ぶりのマイナス予算となりました。「新し
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い力強い鹿児島の船出」をテーマに編成され、子育て支援や観光

振興に重点を置き、さらには明治維新 150 周年に伴う誘客キャン

ペーンや情報発信を高めるとして、ＰＲ・観光戦略部を設置する

としています。今後も、厳しい財政状況の中、歳入歳出両面にわ

たる行財政改革に取り組む必要があるとしています。市としまし

ては、国、県の動向を十分注視しながら引き続き行財政改革に積

極的に取り組み、効果的な行財政運営に努めてまいります。 

まず始めに、本年度は議員の皆様と同様に私の任期の最終年度

となります。そこで、この３年間を振り返ってみますと、平成 26

年度におきましては、子ども医療費の無料化について高校生まで

拡充し、また、平成 27 年２月にはアメリカのシアトルに出向き、

お茶の輸出に向けたトップセールスなどを行いました。さらには、

志布志市の認知度向上を図るため、日本一を目指した様々な取組

を全国へ情報発信いたしました。平成 27 年度におきましては、

地方創生を本格的に進めることから地方創生推進室を設置し、地

方創生交付金を活用して、土曜学習教室事業を始め農林水産物等

の販路開拓事業や空き店舗を改修し情報発信と交流拠点の施設

整備のほか、地域おこし協力隊事業など様々な事業を実施いたし
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ました。また、臨海工業団地の整備、分譲手続きも行っておりま

す。 

そして、昨年度におきましては市制施行 10 周年を迎え、イベ

ントなど様々な取組を 10 周年記念の冠を付けて実施し、これま

でを振り返り、今後更に飛躍していく節目の年となりました。中

でも、昨年４月 24 日、「しぶしの日」に市制施行 10 周年記念式

典を開催いたしました。オープニングを飾った「志の地の物語」

の歌舞劇をはじめ、本市の出身である綾小路きみまろさんや千代

鳳関、千代丸関の兄弟関取によるお祝いのビデオメッセージ、さ

らには多くの市民の参加によるＰＲ動画「マチオモイ」の上映な

どがありました。そして、一昨年、全日本歌唱力選手権歌唱王に

も輝いた坪田俊一さんによるオープニングでの国歌斉唱とエン

ディングでのリサイタルでは、実力どおりの素晴らしい歌声によ

り大きな感動を与えていただき、他のまちにはない志布志ならで

はの、志布志の人の魅力ある志の詰まった、そして思い出に残る

華やかな式典となり、参加していただいた来賓の方々からも「素

晴らしい」、「印象深い」などと沢山の温かい言葉をいただきまし

た。改めて市民の皆様に感謝申し上げるとともに、今後、さらに
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輝く志布志市を築くために、これまで以上にまちづくりに邁進し

ていかなければと、気持ちを新たにした次第であります。 

また、本年１月１日に「志布志」の地名の由来から市民の方々

が生活していく上で、志布志市民の一人として目指すべき指針と

なる「志布志市民憲章」を制定いたしました。先人が誇りを持っ

て脈々と紡いできた「志」の心を基本理念として、自ら生きる目

標を心に決めて、人や地域のために尽くし、ひいては世の中全体

のために奉仕して、一人ひとりが役割を担い、「志」あふれる志

布志市を築いていくことを誓うものであります。そのために、「私

たち志布志市民は、し 自然に親しみ、ふるさとを愛し、ぶ 文

化の香り高い先人の叡智に学び、し 幸せと平和を求め、こころ

ざしあふれるまちを創ります」としました。今後、様々な場面で

市民の方々に唱和していただき、志布志市民であることに誇りと

自覚をもっていただき、１日でも早く市民の皆様に広まっていく

よう願っているところであります。 

ふるさと納税につきましては、昨年度当初、先進自治体の取組

を参考にし、志布志市を応援したいという温かい「志」を持った

方々に、「志布志の志」を伝えていきながら寄附していただこう
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として目標額を 20 億円以上としました。お陰様で、昨年 12 月末

までに、全国から 88,000 件を超える多くの方々から応援してい

ただき、目標額を達成することができました。これもひとえに、

議会を始め市内事業者の皆様や関係団体の皆様の事業に対する

御理解と御協力の賜物と、改めて深く感謝申し上げる次第であり

ます。 

また、昨年 12 月議会におきまして、寄附金額の上方修正を行

い、２億円増額し、22 億円とさせていただきました。全国の自治

体で寄附額に応じて返礼品を贈るという取組が展開され、今後、

ますます自治体間の競争が激化するという報道もある中、これま

で志布志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」の定着と益々、志布志に寄附していただく方々を増やす

ための取組を更に進めていきたいと考えております。 

昨年ふるさと納税事業の中で、現代の書道家として著名な武田

双雲先生に、志布志の「志」と「志布志」の縦書き、横書きを揮

毫していただき、本市のロゴ文字としたところです。そして、「志」

の大文字を東京モノレール浜松町駅の広告看板に掲げることが

できました。誠に堂々たる「志」の看板で、私は上京するたびに
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この看板を見上げながら志布志の「志」を誇らしく感じておりま

す。今後もこの看板を通して、志布志の「志」を全国に伝えて、

その「志」が少しでも広まり知っていただくことで、志布志に対

する関心が深まり、ふるさと納税につなげられたらという思いで

あります。 

今後は、全国の方々からいただきました御寄附を、まちづくり

にどのように生かしていくのかという、寄附金の使い道が非常に

注目されますので、寄附していただいた方々の「志」に叶うよう

活用させていただく考えであります。 

昨年度は、小中学校タブレットパソコン導入事業やプレミアム

商品券発行事業、母子健康事業、情報発信事業など多くの事業に

活用させていただきましたが、本年度予定しています主な事業に

つきましては、志布志運動公園人工芝サッカー場整備事業や多子

世帯学校給食援助費補助事業、ＪＲ日南線利用促進助成事業、雇

用推進のための都城広域移住定住パートナーシップ事業などの

新規事業を始め、既存事業の子ども医療費助成事業など多くの事

業に活用させていただく考えであります。 

また、志布志市は、志布志港の発展及び都城志布志道路並びに
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東九州自動車道の整備を始め、来年のさんふらわあの新船導入等

が進められることなどから、ほかのまちにはない魅力と今後の飛

躍的な発展が期待されるまちになることは間違いのないところ

であります。 

 このようなことから、臨海工業団地を始めとする分譲地等に企

業進出が計画されており、相当数の雇用が見込まれるため市外か

らの移住・定住者を増やすことが重要であると考え、本年度、新

たに企業立地の促進による産業振興及び安定的な雇用機会の拡

大、ひいては雇用に伴う移住者、定住人口の増加を促進するため

の支援策に取り組んでまいります。 

 さらには、松山地域で取り組んでいます定住促進の分譲地整備

と同様の事業を、都城志布志道路のインターチェンジが整備され

ます伊﨑田地区においても実施するため、分譲地の取得等に向け

て取り組んでまいります。 

 また、本年度におきましては、冬場における志布志運動公園施

設の更なる利用促進を図るため、また平成 32 年に鹿児島県で開

催されます国民体育大会の成年男子サッカー会場となっている

こと、さらには「サッカー合宿の聖地」を目指すということから、
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志布志運動公園再整備計画に基づき、多目的広場に大隅地域初と

なる人工芝サッカー場を整備してまいります。 

 地方創生につきましては、本年度で３年目を迎えますが、各種

団体等の有識者で組織します「志布志市まち・ひと・しごと創生

推進協議会」による効果検証も行いながら様々な事業を進めてい

るところです。本年度におきましては、国の地方創生推進交付金

の活用を見据えて、使用済み紙おむつの再資源化事業及び育てる

漁業岩がき等養殖ブランド化事業等に取り組んでまいります。計

画・実行・検証・改善のＰＤＣＡサイクルに基づく効果検証をし

っかり行い、効果的な事業に集中的に取り組んでまいります。 

この使用済み紙おむつの再資源化事業につきましては、昨年日

本で有数の紙おむつメーカーのユニチャーム株式会社と紙おむ

つの再資源化のために協定を締結し、事業化に向けた共同研究を

開始できたことは、長年の夢への第一歩として実現でき誠に嬉し

い限りであります。国の地方創生事業にも採択され、事業化を目

指して着々と進められていることは、業界を始めとして、関係者

から大きな注目を集めているところです。 

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
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地域資源などを生かした様々な日本一づくりに取り組み、志布志

の認知度向上に努めてきたところであります。それは、高い志を

持った沢山の市民の方々がそれぞれの目標や夢に向かって一生

懸命頑張っている姿を、情報発信することで市外の方々に志布志

を知ってもらい、「行ってみたい」、「住んでみたい」と感じてい

ただき、市民の方々がこのような言葉を聞いて初めて、「自分た

ちが住んでいる志布志のまちは、本当に素晴らしいまちなんだ」

と、誇りと愛着を持つことができ、結果的に、市民の所得向上に

つながると考えているからであります。今後も元気のあるまち、

活気のあるまち、日本一が沢山あるまちを目指し、引き続き、日

本一を目指す取組を支援してまいります。 

昨年度から取り組んでおります、目指せ日本一チャレンジ応援

事業につきましては、昨年８月に実施された日本一高いかき氷づ

くりと本年１月に実施された日本一長い恵方巻きづくりでも、市

民の方々の多数の参加をいただき、それぞれ日本一を達成してい

ただきました。 

さらには、去る２月 12 日に実施されましたエアーギターの参

加者の数で日本一を目指す事業におきましては、前日からの厳し
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い寒波の影響で参加者が集まるか心配されましたが、心配をよそ

に当日は子どもから大人まで多くの方々に参加していただきま

した。日本一の記録として日本一ネット事務局へ申請を行う予定

であり、日本一の記録として認定されるのではないかと思ってい

るところであります。市民の皆様方の日本一づくりに対する御理

解と取組につきまして、心から感謝を申し上げる次第です。 

また、本年１月に東京ドームで開催されました「ふるさと祭り

東京」の中の「第８回全国ご当地どんぶり選手権」に、志布志か

らも商工会の方々を中心とするチームで出場し、「“志布志発”か

ごしま黒豚三昧」丼が、昨年に引き続き準グランプリを獲得いた

しました。今回で６回目の挑戦となりましたが、一昨年は３位、

昨年は２位と順調に順位を上げていましたので、今回は必ずやグ

ランプリと意気込んで乗り込んだのですが、健闘及ばず惜しくも

昨年に引き続き準グランプリという結果でありました。これまで

出店する事業者と商工会、行政が一体となり協働で取り組んでき

た成果だと認識しているところであります。来年グランプリを獲

得できれば、全国各地から 20 万人、30 万人のグルメファンが、

この丼を味わいに訪れるものと思います。ますます、グルメのま
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ち志布志の評価が高まるものと期待しております。 

さらには、日本一早い志布志の夏そばの取組につきましては、

本年度で７年目を迎え、昨年、一昨年は東京都調布市にある深大

寺の「夏そばを味わう集い」に招待されたほか、昨年は同じく調

布市にある布多天神社での夏越しのお祓い神事におきましても、

本市の春のいぶきの夏そばを使用していただき、年を追うごとに

認知度も高まりつつあり、６月 30 日に夏越しそばを食べるとい

う新しい日本の食文化を引き続き志布志市から発信してまいり

ます。また、昨年度から志布志市そば生産組合を立ち上げ、品質

向上と収穫量の増に向けて関係課及び関係団体と連携して取り

組んでおり、今後も志布志市の更なる認知度向上に努めてまいり

ます。 

このように、今志布志市は、まさしく全国発信する確かな足が

かりができたところであり、これは市民全員の力により日本国中

に志布志のことを知っていただき、志布志の「志」に共鳴してい

ただき、志布志の産品に親しんでいただき、志布志のまちに訪れ

ていただくきっかけが、日本の中心である東京に築けたことは望

外の喜びであります。今後は、関西や中部地方にも展開していけ
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ればと考えております。 

また、志布志市には全国に誇れる農林水産物が沢山ありますの

で「安心・安全・健康・うまい・本物・環境・循環」をキーワー

ドとして、様々な取組の認知度が高まり志布志ブランドが確立さ

れるよう情報発信に引き続き取り組んでまいります。 

今定例会に議案としてお願いしております、第２次志布志市総

合振興計画につきましては、市の最上位の計画として位置づけ、

本年度から平成 38 年度までの 10 年間の計画で、これまで策定し

ました地方創生戦略、過疎計画をはじめ現在策定中のものや今後

策定される計画等は、すべて第２次志布志市総合振興計画と整合

性を図り策定されるものであります。これまでの第１次志布志市

振興計画の成果を、更なる発展につなげる意味から、引き続き「志

あふれるまち」を基本理念とし、今後のまちづくりにおきまして

は、「継承」「共生・協働・自立」「活力」「挑戦」の４つの理念を

もって取り組み、本市の財産であります「ひと」「まち」「みなと」

「ふるさと」それぞれの素晴らしさが、明日への夢と希望が膨ら

む、未来を創造し躍動するまちを目指すということから、第２次

志布志市総合振興計画における将来都市像を、「未来へ躍動する
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創造都市 志布志」と定めたところであります。 

私の３期目の締めくくりの最後の年として、「市民のための、

市民に開かれた、市民の目線に立った行政を」の政治理念の下、

共生・協働・自立のまちづくりに誠心誠意、全力で取り組んでま

いりますので、これまで同様、議会をはじめ市民の皆様の御理解

と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

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

の方針」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、8 万 9 千 606ＴＥＵと前年比 2.3 パーセント増と僅かで

はありますが回復傾向にあるところです。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ＴＥ
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Ｕ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、現在、国と県

において志布志港港湾計画の変更手続きが進められており、事業

着手に向け一歩前進したところです。本市としましては、今後も

早期事業化に向け、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、「フ

ェリーさんふらわあ」の、新船の建造計画が発表され、平成 30

年に２隻導入されることになりました。このことは、一時、志布

志航路からの撤退を表明されたところですが、県や大隅総合開発

期成会等と連携を図り、利用促進事業を展開してきた結果だと大

変喜んでいるところです。新船が就航した際には、市民の皆様へ

お披露目するイベント等が開催できればと考えているところで

あります。 

また、旅行エージェントとの企画ツアー、スポーツ合宿等旅客

の確保に努め、志布志航路のさら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

も２船目を導入されたところですが、貨物の増加により本年度も、
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大型船を建造し、現在の志布志航路の船と入れ替えるなど、取扱

貨物の増加が見込まれるところです。今後、東九州自動車道や高

規格道路の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、新直轄方式により志布志～末吉財部間 48

㎞、清武～日南東郷間 28 ㎞の工事が進められています。鹿屋串

良～末吉財部間が開通し、市内においては橋梁や道路横断箇所の

工事が本格化しております。日南～串間～志布志間では、夏井～

志布志間、日南東郷～油津間が新規事業化となり、全線開通に近

づいております。本市では、引き続き残された油津～串間～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、有明町

野井倉地内に（仮称）志布志有明インターの本線連結の申請を行

い、本格着工をいたします。 

都城志布志道路は、全体で５区間、13.4ｋｍが開通し、市内で

は有明北～有明東が本年度の供用開始となり、有明東～志布志間

は用地買収が進み、志布志～志布志港間については、用地買収・
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橋梁工事・盛土工事が進められ、県境部の末吉道路は、用地買収

が進んでいるところであります。都城志布志道路建設促進協議会

では、防災・経済・医療の道として、引き続き、国、県、関係機

関に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、本市の幹線道路であり、第２次緊急輸送道路で

ある志布志有明線の野神工区の早期事業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行ってまいり

ます。 

都市計画につきましては、安楽地区の用途地域の拡大により計

画的かつ誘導的なまちづくりが図られたところであります。また、

昨年度より「志布志市都市計画マスタープラン」の策定中であり、

本年度において将来の志あふれるまちづくりに向けて具体的な

整備・開発・保全の手法を示し、総合的かつ基本的な方針を策定

いたします。 
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また、都市計画道路「関屋線（県道志布志福山線）」につきま

しては、引き続き、志布志インターチェンジまでを整備してまい

ります。 

 情報化の推進につきましては、「志布志市情報化基本計画」及

び「志布志市情報化実施計画」に基づき、各種施策への実効ある

取組の展開と、電子自治体の一層の推進、光ファイバー通信網「し

ぶし志ネット」の利活用策について、引き続き調査・研究してま

いります。 

 「志布志市情報化基本計画」及び「志布志市情報化実施計画」

につきましては、来年度から「志布志市情報化計画」へ一本化す

ることとして、策定に向け準備を進めてまいります。 

また、昨年１月から利用が始まりましたマイナンバーにつきま

しては、本年７月から開始される国及び地方公共団体との情報連

携に向けて、システムの整備とマイナンバーの利活用を進めると

ともに、国が推進する「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜

本的強化」に対応し、情報セキュリティの強化を進めてまいりま

す。 

なお、毎年度実施しております、行政告知放送端末の設置につ
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きましては、引き続き設置促進を図ってまいりますが、事業開始

から６年を経過し、この設置費用の負担について来年度を目処に

見直しを行う予定であります。 

  

 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

ございます。 

本市における住宅政策は、住宅マスタープラン、公営住宅等長

寿命化計画に基づき、地域の住宅事情や実情に応じたストックの

活用の理念と目標の設定を行い、住宅政策の具体化を進めていま

すが、本計画策定から本市を取り巻く社会経済情勢も大きく変化

しており、加えて、住生活基本計画（全国計画）及び鹿児島県住

生活基本計画においても社会経済情勢の変化を踏まえた見直しが

実施されるなど、少子高齢化・人口減少等の課題を正面から受け

止めた新たな住宅政策の方向性を示す計画づくりが急務と考えま

す。このような背景を踏まえまして、本年度に、志布志市住宅マ

スタープラン等を見直し、安全に安心して快適に生活できる新た

な住環境づくりの方針となる「志布志市住生活基本計画」を策定

いたします。現在、平成 26 年度から５年間の予定で整備しており
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ます宮脇団地は、県産材である木材を多用し、周辺の環境に調和

することで、暖かみのある景観を形成した木造住宅団地として、

建替えを進めております。 

平成 24年度に経済対策として開始しました住宅リフォーム助成

事業につきましては、３年間という終期設定の下に引き続き取り

組んでまいります。また、景気の底上げにつながるよう環境対策

や高齢者対応、さらに、住宅の耐震診断助成と耐震改修工事の助

成を加えることにより、安心・安全な住まいなど良質な住宅スト

ックの形成と活用の推進に努めてまいります。そして、過疎化や

人口減少に伴い空き家が増加傾向にある中、空き家の適正管理の

対策としまして、危険廃屋解体撤去事業により牛舎や倉庫単独の

解体撤去を行うための制度拡充に努めてまいります。また、平成

27 年５月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」

に基づく、空家対策協議会を設置し、適切に管理が行われていな

い空家所有者等についての対応を行います。加えて昨年度からは、

空き家のリフォーム等に対して助成を行うことで、更なる空き家

の有効活用を図っており、引き続き空家対策に取り組んでまいり

ます。 
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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、市外からの移住者を積極的に受け入れるとともに、市

内の若者世代の市外流出防止策として、市内在住者が新たに住宅

を新築又は購入し定住された方に補助金を交付して、本市の活性

化と均衡ある発展を図っております。加えて本年度は、新たに、

人口流入促進策として市と立地協定を締結した企業に就職し、市

内の民間賃貸住宅に入居された方に対して家賃助成を行い、雇用

対策と併せて移住対策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、泰野地区の分譲を引き続き

行うとともに、伊﨑田地区において分譲に向けての用地取得等に

努めてまいります。さらに、市内の空き家を活用した空き家バン

ク制度に引き続き取り組んでまいります。 

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やきっかけづくりの場を提

供し、結婚後の市内への定住を図ることを目的に、出会いを希望

する男女の婚活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
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な運営体制を構築し、維持管理体制の整備や施設の統廃合による

効果的な施設整備に取り組みます。 

また、水道施設においては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。 

さらに、将来にわたり「安全な水の安定供給」を図るため、中

長期的な視野に立ち、アセットマネジメントを実施し、水道事業

の経営の基本計画である「経営戦略」及び「新水道ビジョン」の

策定を行い、事業経営の健全化を目指してまいります。 

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」の合言葉のもと、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、ユニチャーム株

式会社及び有限会社そおリサイクルセンターと共同で、早期の技

術確立に向けて、国の地方創生推進交付金の活用を視野に今年度

も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、最終処分場の延命化、さらには国内外で普及

可能な再資源化システムの確立を目指してまいります。 

サンサンひまわりプランの推進や地域通貨ひまわり券を利用
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した「マイロードクリーン大作戦」、「おじゃったもんせクリーン

大作戦」などにつきましては、引き続き多くの市民の皆様の御協

力をいただきながら取り組んでまいります。 

地球温暖化対策につきましては、庁舎及び各家庭で簡単に取り

組める緑のカーテン設置の推進を図るとともに、ライトダウンコ

ンサートの実施を通して、市民の温暖化対策への意識啓発を図っ

てまいります。 

 また、私たちは生物の多様性のもたらす恵沢を享受することに

より生存しています。この生物多様性の確保を図り、将来にわた

り享受できるよう次の世代に引き継いでいく責務を有していま

す。本年度から市民の皆様に参画していただき、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。 

 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。農業用集落排

水施設については、４地区浄化センターの修繕等を計画的に行い、
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安定した管理運営に努めてまいります。 

 また、「志布志市河川浄化対策連絡協議会」とさらなる連携強

化を図り、市内４河川の流域ごとの浄化に向けた情報交換・情報

共有に努めてまいります。 

墓地行政につきましては、共同墓地に対する水道料金の一部助

成を継続するとともに、市営墓地の適正な管理及び環境美化に努

めてまいります。 

市民、事業所あるいは各種団体等の各主体が「環境にやさしい

か」を行動の基準とし、「ものを大切に人を大切に」する「環境

に対する取組がいっぱいある志あふれるまち」を目指してまいり

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。 

また、災害対応の中心となる自主防災組織については、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。併せて、地震・津

波避難訓練や防災講演会等を開催し、住民の防災意識の高揚や防
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災関係機関の連携強化を図り、さらなる地域防災力の強化を図っ

てまいります。 

併せまして、消防団につきましても研修や訓練を通じ、消防団

員の資質向上を図りながら、地域防災活動の中核として円滑な活

動ができるよう車両、資機材等の整備を行い、また、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、南海トラフの巨大地震による津波発生等の大規

模災害に備え、各分団及び近隣市町の消防団との連携強化を進め

てまいります。 

 防災につきましては、本市の防災対策の基本方針を示す地域防

災計画について、国や県の見直しの反映や災害・被害の想定など

を踏まえた内容や防災会議での協議内容を反映した改訂を行い、

防災対策の総合的な推進を図ってまいります。 

また、災害被害予測調査の結果を踏まえた計画策定を行うなど、

各種計画やマニュアルの作成を行い、また、避難経路の整備や避

難経路を誘導する案内看板を整備するなど、防災対策を強化して

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
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築を図り、特に、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、確実な情報伝達手段の確保に努めてまいります。 

 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、防犯

協会と連携し、うそ電話詐欺を始めとする特殊詐欺や個人情報の

詐取へ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

の方々の御協力をいただきながら、声かけ・見守り活動等を実施

し、犯罪の抑止活動を支援してまいります。併せて広報紙やホー

ムページ、メール配信や行政告知放送端末を活用した啓発活動を

実施し、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、特に高齢者が関わる交通事故の

割合が多いため、警察や交通安全協会と連携し、研修会の開催な

どによる交通安全教育を実施するとともに、運転者の安全運転の

意識高揚、シートベルトやチャイルドシート着用の徹底、飲酒運

転根絶を目標に、隣接市町や市交通安全母の会と連携を図りなが

ら、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へは、運転免許証自主返納支援
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事業を充実し、さらに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・安心の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、市に消費生活センターを設置し、

近年多種多様化する悪徳商法を始め、インターネットの普及によ

るトラブル、商品やサービス等の購入・契約から発生する消費者

からの様々な苦情・相談に応じ、問題解決を図ってきております。

また、市内の各イベント時や出前講座等を活用しながら、関係機

関と連携し、高齢者を中心とした啓発活動等も行ってきておりま

す。今後も、「被害を未然に防ぐ活動」に積極的に取り組み、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、地域経済の活性化と雇用創出

を図るため、市の最重要課題として位置づけ、積極的な企業誘致

に努めております。また、市内の既存企業に対しましても、工場
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増設や新たな分野への進出を検討する企業への支援を行い、雇用

拡大に努めているところです。昨年度は市内製造業２社と立地協

定を締結し、工場増設の設備投資のほか、約 60 名の新規雇用が

計画されております。本年度は企業誘致により、都城市に本社を

置く企業が大規模な木材製材工場を志布志市へ建設することが

計画されており、新規雇用も操業時に約 40 名、将来的には 100

名以上の雇用の創出が図られることとなっております。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・造成した臨海工業団地

の分譲地約６．８ヘクタールにつきましては、昨年６月に 1工区、

同 12 月に２工区の土地売買契約を物流倉庫業３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

の物流倉庫建設や約 60 名の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こととし、３工区約１ヘクタール、４工
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区約４．２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、さら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、企業立地の促進に全力を尽くしてまいり

ます。 

次に、農業振興につきましては、担い手農家の高齢化や農業従

事者の減少など多くの問題を抱えております。 

 本市では、新規就農者を育成する事業として、農業公社におき

まして 20 年前から研修事業を実施しておりますが、志布志農場に

あるハウスは老朽化してきており、その対策として新規に研修ハ

ウスを松山町に建設する事業を昨年度から実施しております。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建設事業を

進め、１日も早く供用開始ができるよう努めてまいります。 

 また、新規就農者には、国の給付金事業や市単独の新規就農支

援金などの事業を組み合わせながら、経営安定に向けた支援を行

ってまいります。 

 地域農業の担い手には、農地中間管理事業を活用しながら、農

地の集積・集約化に取り組み、さらに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
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まいります。 

グリーン・ツーリズムにつきましては、昨年の熊本地震の影響

により鹿児島県への修学旅行数が減少しましたが、本市では農家

民宿の資格を新たに４軒の方が取得され、受入態勢の充実が図ら

れたところです。今後もさらに日帰り体験メニュー等も開発しな

がら、体験型ツアーの充実を図ってまいります。 

園芸振興につきましては、本市の温暖な気候や整備された広大

な農地などの有利な条件を生かし、施設園芸や露地野菜作物の振

興を図ってまいります。 

具体的には、被覆施設などの施設整備や農業機械導入に対する

支援を行い、生産基盤の強化を図ってまいります。これらの推進

を図るために、「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」等の国、県補助事業を積極的に

導入いたします。 

また、農業が併せ持つ環境への影響に配慮した有機農業や環境

保全型農業への取り組みに対し、国の環境保全型農業直接支払交

付金を活用し支援してまいります。 

茶業振興につきましては、品質・量ともに優良茶産地の実現を
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目指し、本市の温暖な気象条件や広大な畑地等恵まれた立地条件

を最大限に生かし、生産・加工施設の整備、環境に配慮した栽培

技術の実践に取り組み、低生産コスト・高品質茶生産に努めると

ともに、「安全・安心でクリーンなお茶づくり」を徹底し、関係

機関・団体と一体となって「志布志産茶」の銘柄確立を図ってま

いります。 

茶の生産基盤整備としまして、「活動火山周辺地域防災営農対

策事業」や「産地パワーアップ事業」など、国や県の各種補助事

業を積極的に活用し、また、市単独事業の「茶生産基盤強化対策

事業」などを実施し、生産・加工流通に対応できる組織と産地育

成に努めてまいります。 

また、茶の輸出を推進するため、生産者、流通業者、販売者と

一体となって輸出相手国の食品安全基準に対応した生産体制を

構築し、緑茶の輸出に係わる残留農薬検査などの支援を行い、国

内外の販路開拓に努力してまいります。 

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

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、
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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。 

また、中岳ダムの管理につきましては、曽於東部土地改良区と

協力しながら適正な維持管理に努めてまいります。 

次に、畜産振興につきましては、経営支援対策としまして、肥

育素牛価格は今後も高値で推移することが見込まれ、肥育経営安

定対策貸付基金貸付額の引き上げを行ったところでありますが、

本年度も引き続き肥育経営支援対策事業を実施し、素牛の購入支

援を行ってまいります。 

高品質生産対策事業につきましても、優良な生産素畜を導入す

ることにより経営の安定を図ることを目的として、引き続き支援

を行ってまいります。また、本年９月に第 11 回全国和牛能力共進

会が宮城県で開催されることから、対象牛の導入に伴う支援を実

施し、全共出品への対策を進めてまいります。 

規模拡大対策としましては、公社営事業による施設整備を進め

るとともに、次年度以降の施設整備に伴う調査・協議を行い、併

せて市単独事業の畜産施設整備支援事業も引き続き取り組み、規

模拡大対策や環境対策等に努めてまいります。 



 - 33 - 

疾病・防疫対策としましては、疾病の未然防止のための予防接

種助成を行い、また、消毒資材購入助成による家畜衛生管理の啓

発を行いながら、安心安全な畜産物の供給に努めてまいります。 

次に、土地改良事業につきまして、有明町野井倉下段
したんだん

地区「ほ

場整備」事業が法手続きや整備後の土地の登記も法務局へ提出さ

れ、ほぼ事業が完了する見込みとなりました。推進してこられた

関係者の方々には大変お世話になったところであります。 

現在では、中山間地域総合整備事業志布志地区、有明地区のほ

場整備が進行中であり、松山尾野見和田地区では水田のパイプラ

イン整備もほぼ完了となり、それぞれの地域で機能向上が進んで

おります。 

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約、集積の効果が広まりつつあると感じてお

ります。 

中山間地域整備事業の志布志地区では、潤ケ野地区の２団地と

大川内団地の整備が完了し、現在は、柳井谷にある平田団地の工

事が行われております。引き続き、磯道、森山、八野の推進を図
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ってまいります。 

現在、田之浦の栗ノ木団地、そして八野地区の倉園団地の整備

につきましては、埋蔵文化財調査などにより工事着手まで時間を

要する団地もあることから、引き続き関係者の方々の御協力をい

ただきながら進めていく予定であります。 

有明地区では、団体営中山間事業の４団地の区画整理が進んで

おります。本年度で工事が完了する見込みですが、引き続き国・

県の財源確保に向けて努力してまいります。 

また、肆部合地区の整備に着手しており、地元推進委員の方々

の御協力をいただきながら、関係機関と連携し取り組んでまいり

ます。 

同じく、県営事業として昨年度から着手しております、上門
うえんかど

地区

は、本年度から基本設計、換地計画など地区の代表者と協議を重

ね推進してまいります。 

市が直接関係する土地改良施設の維持管理状況ですが、現在、

広域農道「そお街道」有明大橋の橋りょう高欄の改修を、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りますので、抜本的な舗装の打ち換えを
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計画的に進めてまいります。 

また、土地改良区や水利管理団体等と連携しながら、農業・農

村の多面的機能の維持・発揮を図る地域支援活動として、日本型

直接支払制度（多面的機能支払交付金）の活用を推進してまいり

ます。現在、市内では 20 の活動組織があり、活動農地面積は９９

０ヘクタールとなっています。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、地方創生道整備交付金を活用

し志布志町八野線の舗装整備を継続してまいります。また、昨年

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の整備

につきましても、八野線と同じ道整備交付金を活用し県営事業と

して林道開設が開始されます。市においては、用地補償交渉の事

務を行い、計画的に工事に着手できるよう取り組んでまいります。

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、志布志港から輸出される木材は、各
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地区の森林組合等の努力により、輸出量が６年連続日本一となっ

たところであります。現在では安定的な輸出量は確保できている

ところでありますが、今後、経済状況等により今までのような急

激な輸出の伸びは、期待しづらい状況になってくるものと懸念さ

れております。 

このような中、先ほど述べました製材工場が稼動すれば素材生

産業者などとの連携がより図られ、Ａ材・Ｂ材込みでの入荷が可

能となり、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。 

市としましては、志布志市森林整備計画の更なる充実を図り、

山林を売る側の所得向上も含め、伐採経費として必要な作業路、

集材場所等の経費ができるだけかからないような施業の集約化を

推進してまいります。そのため、林業経営体である森林組合等と

の連携は元より、市がお願いしている森林づくり推進員と連携し

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に一

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。同時に、山林所有者が木材の重要性を理解できるよう、

国土保全や保健休養の場として、また、水源かん養機能など森林
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の持つ様々な特性を生かせるよう引き続き取り組んでまいりま

す。 

特用林産物枝物等につきましては、シキミ、サカキなどの日本

一を誇れる産地形成に向けて、当初目標の５０ヘクタールは達成

しており、新植、所得向上、販路拡大に繋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、量産化並びにブランド化へ向

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ます。漁獲量の減少に伴

い漁業者にとって厳しい現状が続いている中、稚魚や稚貝などの

放流事業を継続して行っております。昨年度より、地方創生推進

交付金を活用し岩ガキの養殖に取り組んでおり、今後は、夏井漁

港の区域内を主に、カキの養殖に必要な漁場整備の検討を関係機

関と協議し、生産基盤の強化を図ってまいります。 

本市が管理している夏井漁港につきましては、施設調査による

機能診断の結果、特に対策が必要な緊急性の高いものはありませ

んでしたが、今後も漁協や関係機関と連携しながら施設管理に努

めてまいります。 
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次に、商工業振興につきましては、消費税増税の影響により、

特に個人消費が落ち込み、地方における中小規模事業者にとりま

しては、大変厳しい経営状況が続いております。そのような中、

平成 26 年に「小規模企業振興基本法」が成立し、中小規模事業

者への国・地方自治体のより一層の支援が求められてきておりま

す。 

このことを受け、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。 

その方策として、「店舗リフォーム助成事業」や「販路拡大支

援事業」にも取り組んでおりますが、市内産業の活性化と新たな

販路の開拓による個々の事業者の経営向上を図るためにも、引き

続き事業を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」や「スキルアップセミナー」等を開催し、事業者への雇

用の安定的確保を促し、併せて地元出身者を雇用していただくた
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め、魅力ある地元企業との連携を深め、そのＰＲにも積極的に取

り組んでまいります。このことが、人口流出の歯止めにもつなが

るものと考えております。 

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。今後は、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、地域おこし

協力隊や多機能型拠点施設を中心に、地域と一体となり、空き店

舗の目立つ商店街の活性化策を検討し、地域に根ざしたグルメの

受け入れ体制の確立による「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。 

「サンポートしぶしアピア」につきましては、近年「ダイレッ

クス株式会社」と「西松屋」の開店に続き、１００円ショップ「ミ

ーツ」も開店し、買い物客も増えてきております。地域経済活性

化の核となる施設として、市内外問わず更なる出店を誘致し、誘

客を促進し、経営の安定と本市のにぎわいの場の創出につながれ

ばと考えております。 

また、９年目を迎えた競艇場外発売場「オラレ志布志」の運営
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につきましても、本事業が市内外に定着し、売上高・利用者数が

増大することにより、本市のまちづくりに役立つものと考えてお

り、本年度も引き続き関係機関との連携を密に行い、ＰＲに取り

組んでまいります。 

観光振興につきましては、観光分野の強化を図り交流人口の増

加に努めてまいります。そのため、志布志市観光振興計画に位置

づけられています重点整備エリアのうち、志布志中心市街地と港

周辺地域の拠点施設である、ＪＲ志布志駅をおもてなしの玄関口

として機能を強化し、にぎわいが生まれる場所として、まずは市

民の方々からも要望の多いＪＲ志布志駅バスターミナルの整備を

行うとともに、ＪＲ志布志駅舎建築につきましても、引き続き調

査・研究を行ってまいります。また、ダグリ岬海水浴場周辺につ

きましても、昨年３月に策定いたしましたダグリ岬公園周辺整備

実施計画に基づき、新たな観光資源とするための取組を推進する

とともに、観光拠点としての整備を進めてまいります。 

また、志布志市観光特産品協会が主体的に実施するイベントで

あります、観光地の魅力を創出する「魅力ある観光地創出事業」

や、自衛艦等の志布志港への寄港を誘致し経済振興を図る「志布
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志港寄港促進事業」のほか、歴史＆アートプロジェクトや観光客

を市内に誘致を促進するための「観光客誘致促進事業」などに対

しまして、引き続き補助金を交付し観光振興を図ってまいります。 

体験型観光事業の推進につきましては、市内にあふれる歴史建

造物等を活用した体験プログラムや、うなぎや焼酎、農産物など

特産品を活用した体験プログラム等の開発により観光ルートの充

実を図り、本市でしか体験できないニューツーリズムに取り組ん

でまいります。 

現在、総合観光案内所を設置しているＪＲ志布志駅は、志布志

を訪れる観光客のおもてなしの玄関口として活用しております

が、民間の団体等の連携による駅前イベントの更なる充実を図る

など、継続的なにぎわいづくりに努めてまいります。 

国民宿舎ボルベリアダグリ、ダグリ岬遊園地、蓬の郷につきま

しては、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。 

観光物産宣伝に関する取組としまして、志布志の魅力大キャン

ペーン事業を志布志市観光特産品協会へ委託し、鹿児島市や宮崎

市等で、観光客誘致のための観光物産キャラバンや志布志の特産
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品を活用した志布志フェアの実施、志布志の彩り情報誌の発行な

ど、地域おこし協力隊と一緒になり、志布志市の観光物産情報を

総合的にＰＲしてまいります。 

また、志布志市公認キャラクターである「志
し

武士
ぶ し

ししまる」を

これまで以上に活用し、市内外で行われる各種イベント等で志布

志の魅力を伝えてまいります。 

スポーツ合宿誘致に関する取組としまして、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と連携し

た更なる誘致を図るためにも、関西地区のほか福岡地区の大学や

旅行エージェントなどへの細かなセールス活動、また、海外への

スポーツ合宿誘致活動を積極的に行い、体育施設、宿泊施設の閑

散期に呼び込み、有効活用と経済効果を高める取組を実施してま

いります。 

スポーツ合宿に対する支援としまして、民間主体の関係団体で

組織する「スポーツ団体誘致推進協会」を中心に、民間団体や旅

館業組合等との連携や受け入れ態勢の充実を図るとともに、合宿

奨励金の交付や大会主催者等へのサポートを行うことにより、宿

泊を伴う合宿や大会等の誘致を図ってまいります。 
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イベントに関する取組につきましては、「志布志市観光入込み

客数・年間 120 万人」を目標に、「お釈迦まつり」、「志布志み

なとまつり」、「やっちく松山藩秋の陣まつり」、「ふるさとま

つり」を、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ことで、より個性的で、より魅力あるイベン

トとなるよう取り組んでまいります。 

 

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。 

保健・医療・福祉を取り巻く環境は、少子高齢化の進展と一層

の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、市民の皆様が生き生きと笑顔で元気に安心して暮

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

況に関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子ど

も園の普及を進めるとともに、引き続き、施設整備への支援も行
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ってまいります。 

高齢者福祉につきましては、高齢者の方が生活を営んでいる地

域社会で安心して住みやすい場所となるよう、志布志市社会福祉

協議会を始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、健康づくりを目的に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、昨年度に引き続きシルバー人材センター事

業に支援してまいります。 

障がい福祉につきましては、「障害者総合支援法」により、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・協働しながら暮らすことができる地域社会づくりを

更に進めるため、関係機関と連携を図り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の必須事業を行うとともに、自
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立支援対象者の特質に合わせ、効果的・効率的な支援ができるよ

う、就労準備支援事業並びに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、高齢化の進展や医療技術の進歩

並びに介護サービス等の充実等により、医療・介護の給付費も

年々増加し、相互の助け合いで成り立っている国民健康保険や介

護保険の特別会計の事業推進は、特に国民健康保険において、被

保険者の保険税収入が限られる中、非常に厳しい財政運営を強い

られております。 

このような中「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。 

平成 27 年度からの第２次健康増進計画「健康しぶし 21」の基

本理念である「ささえあい 笑顔がつながる 健康なまち」を目

指し、自助、共助、公助による「健康づくり日本一のまち」につ

ながる、より効果的な事業を展開してまいります。 

特定健康診査の受診率につきましては、平成 27 年度で 53.6％
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となっており、平成 26 年度と比較しまして 1.2％低下し、特定健

診開始以来、始めて前年度の受診率を下回りました。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むとと

もに、昨年度から前倒しで実施されることとなった保険者努力支

援制度の保険者共通の指標である糖尿病の重症化予防の取組等

の６項目、国保固有の指標である医療費等の分析等の５項目につ

いて、それぞれの指標を達成できるよう工夫し、取り組んでまい

ります。 

また、昨年度から開始いたしました、商工会と共同で特定健診

等の受診者に対して受診済証を発行し、その受診済証を市内の協

力店舗で提示することで、割引等の特典を受けられるという事業

につきましては、対象者を、がん検診の受診者まで拡大し、引き

続き実施してまいります。 

本市の健康体操である「フロムしぶし元気アップ体操」や「筋

膜マッサージ」、並びに筋肉を無理なく安全に鍛える「貯筋運動」

や健康ウォーキングイベント開催等により、日常の継続的な運動

による健康づくりの促進に引き続き取り組むとともに、新たに

「転ばん体操」の普及を図り、体操を通じて地域活動の拠点づく



 - 47 - 

りに努めてまいります。 

母子保健事業につきましては、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！あかちゃん事業」を継続

して実施し、様々な不安や悩みを聞き、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対しては適切なサービス提供に

つなげてまいります。 

また、子育て世代包括支援センター等による、妊娠・出産・子

育てへの切れ目ない支援ができる体制づくりに取り組むととも

に、悩みを抱え孤立しがちな子育て家庭を支援するために、昨年

度から配信を開始した「子育てすくすくメールマガジン」の有用

性を妊産婦や母子保健推進員等の保護者以外の市民にも周知す

ることで、地域の子育てに関する機運を高めてまいります。 

不妊治療助成につきましては、不妊治療を受ける夫婦の経済的

負担の軽減を図るため、継続して事業に取り組み、今後も少子化

対策に努めてまいります。 

予防事業につきましては、引き続き乳幼児等の定期予防接種費
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用の全額助成を行い、疾病予防及び子育て支援に取り組んでまい

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、

そして、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などの緊急患者搬送等

に、各医師会や構成市町等と連携して、地域での救急医療体制の

維持・確保に努めてまいります。 

また、大隅地域におきまして、特に不足している産科医療体制

を確保するために設立しました大隅４市５町保健医療推進協議

会におきまして、引き続き産科医及び助産師を確保するための支

援に広域で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６

期介護保険事業計画」の最終年度であり、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・共助の環境づくりと、地

域の多種多様な生活支援サービス等の確立に努めてまいります。 

また、介護予防などこれまでの取組や実績を踏まえ、これから
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の介護保険事業における課題と方向性を検証し、関係機関、地域

住民等の協力のもと、市民のニーズに対応した、「高齢者保健福

祉計画及び第７期介護保険事業計画」を策定してまいります。 

さらに、増加が見込まれる認知症対策につきましては、早期支

援体制の構築を目指すとともに、認知症の方とその家族が気軽に

集える場である「認知症カフェ」の開設に努めてまいります。 

介護予防につきましては、地域包括支援センター「いきいきセ

ンター」を拠点に、健康づくりや介護予防を継続して進め、併せ

て、住み慣れた地域で安心した生活が確保できるよう相談支援体

制を強化するとともに、専門職を生かして自立支援を推進してま

いります。 

また、身近なところで集える通いの場を充実させ、誰でも一緒

に参加することができる介護予防活動の支援に努めてまいりま

す。 

国民健康保険事業につきましては、平成 27 年５月に医療保険

制度改革法が成立したことに伴い、国保は制度創設以来の大変革

の時期を迎えております。来年度の国保新制度移行に向けて、国

保新制度移行準備に係る各検討部会や国保新制度移行準備連絡
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会議が開催され、県や国保連合会と協議をしているところであり

ます。来年１月に、県が国保事業費納付金を決定する予定となっ

ていることから、今後も引き続き、県や国保連合会と連携を図り、

スムーズな移行が行えるよう適切に対応してまいります。 

国民健康保険は、被保険者の高齢化等により、被保険者数は減

少しているものの医療の高度化等に伴い、一人当たりの医療費が

増加しているところであります。 

このような中、被保険者が１年間保険診療を受けなかった世帯

に報奨金等を支給する事業を新たに実施することで、市民に適正

受診の啓発を行い、国民健康保険事業の健全な運営を図ってまい

ります。 

今後も国民健康保険に係る国の動向等を注視しながら、新制度

の情報収集に努め、被保険者が安心して医療を受けることができ

るよう、医療費適正化対策の充実を図り、健全で安定した国民健

康保険の事業運営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。 
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教育行政につきましては、「心豊かで志あふれる人づくりと伝

統・文化のまち」を基本目標に、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すとともに、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」を高める教育をさら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。 

 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
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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、「地域とともにある学校づくり」を目指し、コミュニテ

ィ・スクールの導入に加えて、小中連携を更に発展させ、義務教

育９年間を通して地域ぐるみで子どもを育てていく小中一貫教

育の推進に着手してまいります。 

 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、タブレット端末や書画カメラ等のＩＣＴ機器の

活用の充実を図り、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、特別支援教育の充実を図るため
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に、支援員の更なる配置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。 

また、平成 26 年度に設置した「児童生徒の確かな学力の定着

に向けた検討委員会」で検討された方策を基に、学校・家庭・地

域が、それぞれに取り組むべきことを実践するとともに、成果を

検証しながら学力向上日本一を目指した教育を推進してまいり

ます。 

豊かな心の育成につきましては、「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。 

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
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ら、いじめ問題の解消に積極的に取り組んでまいります。 

 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、食育の充実や基本的生活習慣の確立に向けた取組をとお

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。 

小・中学校施設につきましては、児童・生徒が一日の大半を過

ごす学習・生活の場であるとともに、災害発生時には地域住民の

避難場所として活用されるなど、重要な役割を担っております。 

これまで学校施設の最も課題であった耐震補強事業につきま

しては、既に耐震化率 100％を達成しておりますので、本年度も

昨年度に引き続き原田小学校、安楽小学校、伊﨑田小学校、伊﨑

田中学校の老朽化した校舎及び体育館について全面的な改修工

事を実施する予定であります。 

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、子どもたちが安全で安心して学べる学校施
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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。 

まず、地域全体で子どもを守り育てる環境づくりの推進に向け、

家庭、学校及び地域の架け橋の役割を担うＰＴＡ活動の充実を図

るとともに、関係する機関及び団体と連携を密にしながら、ＰＴ

Ａ組織の育成・支援に取り組んでまいります。 

また、子どもの読書機会の提供を推進することを目的に、市内

の全小学校に読書グループが組織されましたので、子どもが自主

的に読書活動を行うことができるよう活動を支援してまいりま

す。 
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家庭の教育力の向上につきましては、小・中学校との連携によ

り家庭教育学級の充実を図るとともに、子育てに関する講演会や

研修会の開催など、保護者の学習機会の提供に取り組んでまいり

ます。また、全てのＰＴＡ会員に配布している「志アップ子育て

手帳」につきましても、掲載内容の充実を図りながらＰＴＡ活動

や家庭教育に関する情報の提供に努めてまいります。 

地域全体で心豊かでたくましい青少年育成のための環境づく

りを進めるため、青少年育成の日（毎月第３土曜日）を中心に市

内の各校区公民館で開催されるキラリ輝く「しぶしっ子」育成事

業（土曜体験広場）の充実を図るとともに、引き続き、青少年研

修事業やジュニアリーダークラブ等における体験活動の充実を

図ってまいります。 

次に、生涯にわたって学べる環境づくりとスポーツ・文化の振

興を図るため、ひとり一学習・一スポーツ・一ボランティアの推

進に取り組んでまいります。 

社会教育につきましては、生涯の各時期に応じた効果的な学習

環境づくりを進めるとともに、社会教育関係団体の育成・支援に

努めてまいります。 
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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。 

さらに、開校 14 年目を迎える創年市民大学の活性化を図るた

め、活動内容を広く市民に周知し、新規学生の加入を促進すると

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。 

図書館は、平成９年９月の開館から本年度で開館 20 周年を迎

えます。引き続き、調べ学習などのレファレンスサービスの充実

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展開し、本好きな子ども

を育てる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、高齢者や障がい者、交通弱者等への宅配サービスを拡充
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するとともに、「こころ」にすてきな貯金をしてほしいと、読ん

だ本の題名と感想などを記録する読書通帳を活用するなど、図書

館をより身近に感じられる読書活動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。 

スポーツの振興につきましては、市スポーツ振興計画の基本理

念である「志あふれる生涯スポーツのまち」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、各スポーツイベ

ントの実施やニュースポーツの普及に努め、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、屋外の競技施設につ

きましては、地域の特徴を生かした施設整備を推進してまいりま

す。中でも志布志地区においては、志布志みなとサッカーフェス

ティバルを始め、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、昨年度作成しました志布志運動公園

再整備計画に基づき、本年度より年次的な整備に取り組んでまい
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りたいと考えております。本年度はふれあい広場をグラウンド・

ゴルフ場としての活用を高めるとともに、季節や天候等の影響が

少ない施設として、多目的広場に人工芝サッカー場を整備してま

いります。さらに、志布志市第 75 回国民体育大会実行委員会（仮

称）を組織し、大会の運営方針や具体的な環境整備等について協

議を進めてまいります。 

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、本年度からは３町の文化協会

を合併し、志布志市文化協会として発足しますので、文化活動の

活性化と地区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、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
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統・文化を後世に継承していくために、平成 32 年度の発刊に向

け市誌の編さん作業を進めてまいります。編さんに当たっては、

昨年度設置した「市誌編さん委員会」及び「市誌編集委員会」に

おいて、学術的に新たに明らかとなった内容を踏まえながら、市

民にとって分かりやすく親しみやすい市誌の編さんに取り組ん

でまいります。 

文化財の保存・活用につきましては、国指定名勝志布志麓庭園

「福山氏庭園」主屋の整備・修復事業に取り組むとともに、志布

志城跡史跡公園の保存整備事業につきましては、引き続き斜面保

護対策工事（田屋敷地区）を実施するなど、国庫補助事業を活用

しながら整備してまいります。 

市民の皆様に大変好評をいただいている市内の史跡めぐり事

業につきましては、引き続き観光ボランティアガイド等と連携し

ながら事業の充実を図るとともに、市広報誌やホームページ、フ

ェイスブック等を活用しながら文化財愛護思想の普及・啓発に努

めてまいります。また、歴史学習の拠点施設である市埋蔵文化財

センターにつきましても、地域の文化財や歴史、文化に関する企

画展示会や学習会等を開催するなど、施設の積極的な活用に取り
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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・自立のまちづくりを実現するためには、行政だけ

でなく、地域の自治会、ボランティア、ＮＰＯ、企業などの様々

な団体やグループが、共通の目的を達成するため連携・協力し、

地域のことは地域で解決できるような地域社会を形成すること

が必要であります。そのため、市内のＮＰＯ団体等の情報交換や

連携するための「ＮＰＯ等連絡協議会」や、「共生協働推進委員

会」の活動内容の充実を図ってまいります。また、「ふるさとづ

くり委員会事業」は、市内全地域で活発な取組がされております

が、活動内容の充実を図り、地域の活性化に結びつくよう引き続

き支援し、「元気なまちづくり運動」をより一層推進してまいり

ます。 

３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、

９名の地域おこし協力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。本年度におきましても、更なる地域
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活性化を図るため募集を行い、地域おこし協力隊事業に引き続き

取り組んでまいります。 

共生・協働・自立のまちづくりを実現のためには、市政に関す

る市民の皆様の御理解と御協力が必要不可欠であります。 

また、市民の皆様の御意見を市の施策に反映するためにも、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、市民の皆様に行政情報を共有していただく

ことが大変重要であると考えております。 

具体的には、市報しぶしや市内各戸に設置してあります行政告

知放送端末、ホームページ、ケーブルテレビ放送をはじめ、ソー

シャル・ネットワーキング・サービスなど様々な媒体を用いた情

報発信を充実させることで、効果的な広報活動を実施するととも

に、市長へのたより、ホームページの意見箱などにより地域の課

題や問題点、行政に対する率直な御意見・提案等をお聞きしたい

と考えております。 

男女共同参画への取組につきましては、「第２次志布志市男女
ひ と

が
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ともに輝くまちづくりプラン」と「志布志市ＤＶ対策基本プラン」

が本年度で終了することから、国の新たな「第４次男女共同参画

基本計画」に対応し、市民への意識調査等や今後予想される社会

情勢等の変化のほか鹿児島県の男女共同参画に関する現状を踏ま

えて、「第３次志布志市男女がともに輝くまちづくりプラン」と「第

２次志布志市ＤＶ対策基本プラン」を策定します。 

また、「女性活躍推進法」の成立に伴い、「志布志市女性活躍推

進計画」を併せて策定し、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、本市の最上位計画である第２次志

布志市総合振興計画及び基本計画に描かれている将来像『未来へ

躍動する創造都市 志布志』の実現を目指すために、基本方針で

ある「第２次行政改革大綱」や「行政改革アクションプラン」と

ともに推進期間を、本年度から平成 33 年度までの５年間とし、
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引き続き取組が必要な項目または拡充するもの、社会経済情勢に

応じた新たな制度の検討や既存制度の見直し等を行い、市民ニー

ズに対応した取組を行ってまいります。 

特に、行財政運営の効率化及び合理化をより一層進め、健全な

財政運営を維持しながら施策及び事務事業の執行管理能力を、最

大限に発揮できるような組織体制の構築を目指すため、抜本的な

組織機構の見直しに努めてまいります。 

また、情報基盤整備の推進によって市民サービスの利便性向上

を強化すると同時に、多様な情報発信の媒体を活用しながら、本

市の情報を迅速かつ効果的に発信し、情報効果による地域の活性

化、議会本会議や庁内会議等でのタブレット端末の導入による行

政事務の効率化及びペーパーレス化を検討してまいります。 

行政事務評価つきましては、施策及び事務事業の優先度を検証

し、予算の選択と集中に対応した効率的な事務のシステム化を検

討するなど、最大限に活用する行政経営の視点を取り入れ、行政

運営の一層の改革を推進してまいります。 

本年度も、これまで同様「あいさつ日本一の市役所」を目指し

て、職員一人ひとりが志布志市の代表であることを意識し、常に
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市民の視点にたって考える接遇を実践できるよう、職員研修等を

実施して、更なる職員の接遇意識の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

計画に基づき、各分野における方策について申し述べましたが、

「志あふれるまち」を基本理念として、将来像である「未来へ躍

動する創造都市 志布志」の実現に向けて、これまでの様々な日

本一づくりの取組を継続しながら、市民の皆様が志布志市に誇り

と愛着、そして夢と希望が持てるよう、「市民のための、市民に

開かれた、そして市民の目線に立った行政を」の信念のもと、初

心に帰り、さらに輝く志布志を目指して「共生・協働・自立」に

よる市民と一体となった政策を、職員一丸となって進めてまいり

ますので、議員各位並びに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。 

平成 29 年３月 志布志市長 本田 修一 


