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令和４年度 施政方針

（概況）

それでは，令和４年度の施政方針を申し述べさせて頂きます。

新型コロナウイルス感染症が国内において大きな影響を及ぼし始めて

早くも２年余りが過ぎようとしています。一時は沈静化へと向かうかに思

われましたが，昨年末確認されたオミクロン株は，その感染力の強さで年

明けから，感染者数は短期間のうちに急速に拡大し，ほとんどの都道府県

に蔓延防止等重点措置が適用される事態となりました。鹿児島県も去る１

月 27 日から適用され，本町も対象地域となり飲食店などの時短営業が要

請され，３月６日までの期間を終え現在に至っているところです。

これまで感染確認が少なかった小学生以下の子どもたちの感染も増え，

小学校や保育所などで時差登校や学級閉鎖と，日常生活に大きな影響をも

たらしました。

国においては，コロナ克服，新時代開拓のための経済対策に向け，昨年

12 月に，６兆８千億円の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を含む 31 兆６千億円の補正予算が決定され，令和４年度当初予算にお

いても，令和３年度補正予算と一体となった切れ目のない，いわゆる 16 ヶ

月予算として閣議決定され，国会での審議を経て措置されることとなって

おります。

この感染症の影響は，都市部，地方の区別なく大きな打撃を与え，特に

離島である本町においては，脆弱な医療体制や交流人口の減少などの課題

が顕著となり，種子島１市２町と屋久島を含む熊毛地域，熊毛支庁，鹿児

島県町村会や鹿児島県離島振興協議会などの関係機関が一体となって，そ

の克服と，ウイズコロナ・アフターコロナを見据えた行政運営に取り組む

必要があると考えます。

そのような中，最優先されるべき町民の皆様の安心・安全の観点から，

本町では医療従事者や 65 歳以上の高齢者への３回目の接種を２月中に完

了し，現在２回目の接種後６ヶ月を経過した方から３回目の接種を実施し

ているところです。しかしながら，感染が疑われた場合や濃厚接触者にな

った場合は，入院や指定宿泊施設での隔離待機となることもございますの

で，引き続き入念な感染防止対策に努めて頂きたいと思います。

令和４年度こそは，この感染症が早期に終息し，町主催の各種会議や町

民体育祭などのイベント，あわせて学校行事なども感染対策を施しながら，

開催できるような状況になり町民の皆様の笑顔があふれることを願うば

かりです。
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令和３年度，本町では自然災害など大きな被害もなく，そして新型コロ

ナ感染症もクラスター感染などの発生はなく，なんとか最小限の感染者数

にとどまっております。町民の皆様の感染防止対策に感謝いたしますとと

もに，現在罹患されている皆様のご快復を心よりご祈念申し上げます。

令和４年度も，新型コロナウイルス感染症対策を常に意識し，町民，議

員の皆様と共通認識を深め，健全な行政運営に努めてまいります。

具体的には，基幹産業である農林水産業と商工業などの産業振興による

町の賑わいの創出や観光・交流人口の増大を目指し，町民生活に必要な道

路や公共施設の整備，本町に生まれ育つ子どもたちの輝く将来のための教

育や，すべての町民の文化・スポーツ活動等による豊かな心と健全な体の

育成，更に保健，福祉，医療，介護の分野においては，ますます顕著とな

る少子高齢化，老老介護といわれる状況を改善し，満足できる生活を目指

した施策等を計画的に推進してまいりたいと考えます。

（令和４年度予算編成）

令和４年度予算について述べさせて頂きますが，まずは令和 3 年度の状

況について簡単にお話させて頂きます。

本町の自主財源は大変厳しい状況にありますが，令和３年度は新型コロ

ナウイルス感染症による影響を考慮し，町内の事業所などに対して国保税

の減免・徴収猶予，固定資産税の償却資産及び事業用家屋に係る固定資産

税の減免措置などを行ってきました。

令和４年度でございますが，国は新型コロナウイルス感染症対策などを

含め，経済の立て直しや国民の健康のために大規模な予算編成をしており

ます。国債の発行額などを考えますと，本町の令和４年度予算は，歳入歳

出ともに次年度以降に地方交付税が減額になることも視野に入れた編成

が必要であると考えます。そのような中，本町では，前年度産の農産物の

収入増による所得の増加が見込まれるところです。

このため,令和４年度も引き続き「適正で公正な課税」，「公平で確実な徴

収」，そして「正確で迅速な収納管理」に重点を置き，自主財源確保に努め

ます。一方で，納税相談も深刻なものが多く，収納率向上よりもいかに現

状を維持していくか，更に新規滞納をつくらないかが課題となっています。

また，町内全域の家屋を対象とする「全棟調査」は，令和３年度から準備

を開始し，令和４年度本格的に調査を進めていきます。

歳出については，町民の皆様をはじめ各種団体，振興会等からの要望，

議員の皆様からの御提案も考慮しながら，より効果的なものを中心に編成

いたしました。
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（農林水産課）

それではまず農林水産業関連についてご説明いたします。

農業・農村を取り巻く情勢は，感染拡大が続く新型コロナウイルス感染

症の影響で，農畜産物の生産・流通・消費への影響が懸念されています。

また，日本各地で地震や台風，これまでの想定を超える短時間での豪雨

など大規模な自然災害による甚大な被害が発生しています。

更に，農業従事者の減少や高齢化による担い手不足，食の「安心・安全」

に対する関心の高まりなど大きく変化してきています。

本町におきましても，農家の高齢化が進み，担い手となりうる地域の中

心的経営体の減少，耕作放棄地の潜在的拡大など様々な問題を抱えている

ところです。

本町の農業について，作物ごとにご説明します。

まず，基幹作物であるさとうきびです。昨年は気象災害等の大きな影響

もなく豊作の年ではありましたが，依然として栽培面積が減少してきてお

り，面積の維持・拡大と単収向上へ向けた取り組みを進めることが喫緊の

課題となっています。

今後も面積の維持・拡大を図るとともに，高単収・高品質のさとうきび

づくりを推進するため，植え付け・管理・収穫作業等の受委託作業体制の

強化と生産組織の育成を図ります。

更に機械化に対応した新たな奨励品種で本年より原料出荷が始まる「は

るのおうぎ」の栽培技術の確立や圃場にあった各品種の優良種苗による自

家採苗ほの確保を推進し，基本栽培技術の普及を振興会等と連携して取り

組みます。

澱粉原料用さつまいもは，原料不足による澱粉工場の低稼働等の問題を

抱えた中，澱粉関連産業の重要性を認識したうえで関係機関一体となり基

腐病対策も含めたさとうきびとの輪作体系を推進します。

また，バイオ苗を活用した種芋生産や早期植え付けを推進するため，優

良種苗，育苗施設，土づくり等の支援を行い，面積拡大と単収向上に向け

た対策に取り組みます。更に，国の澱粉原料用かんしょ産地対策事業によ

る，生分解性マルチ導入支援事業の実施やさつまいも基腐病に強い新品種

「こないしん」の普及に努めます。

水稲については，米の生産を取り巻く厳しい情勢変化に対応するため，

消費者・市場重視の考え方に立ち需要に即した米づくりを推進するととも

に，超早場米の産地としての出荷・販売体制を確立し，生産性と品質の向

上，安心・安全で美味しい売れる米づくりを目指します。また，生産コス

トの低減や省力化，スマート農業の推進，無人航空防除機等による適期一
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斉防除を行い，栽培技術の向上と栽培履歴等の記帳方法など集団指導を実

施します。

安納いもについては，安納いもブランド推進本部を中心に規格・品質の

統一と令和３年度に承認を受けた地理的表示保護制度（ＧＩ）を活用し，

種子島ブランドとして販売戦略の構築に努めます。また，引き続き糖度測

定を行い，さつまいも基腐病等に対する栽培技術の導入及び品質向上を図

るためのバイオ苗供給等を関係機関一体となって取り組みます。

園芸作物等については，園芸産地活性化プラン・産地強化計画による野

菜の生産振興方針を踏まえ，重点品目における生産現場での省力化を行い，

面積拡大と栽培技術の高位平準化による安定生産・品質向上を図りながら

消費者の「安心・安全」を確保するため，継続してかごしまの農林水産物

認証（K-GAP）の取得を推進します。また，需要動向に即し，かつ地域の特

性を活かした品目の組み合わせによる高所得を確保し，あわせて野菜・花

き価格安定運用審議会の補給金対策等により，農家経営の安定を図ります。

葉たばこについては，昨年のＪＴによる大幅な減反要請があり，生産者

は減少したものの消費者ニーズにあった安心・安全な信頼システムの構築

とポジティブリスト制度の遵守に努めながら，関係機関一体となり，労働

力の軽減と高単収・高品質な生産を目指し，生分解性マルチの普及に取り

組み，面積維持に努めます。

果樹についても，種子島果樹産地協議会により策定された果樹産地構造

改革計画に沿って，年次計画による品種構成・販売戦略等を検討していき

ます。また，土づくり及び適正な生産管理による安定生産と品質向上を図

り，消費者の「安心・安全」を確保するために，継続してかごしまの農林

水産物認証（K-GAP）を取得し，各市場の多様な要求内容に対応しつつ出荷

体制の整備に努めます。

また，マンゴーは県域ブランドの有利性を活かしより一層，品質・生産

の向上に努め，ブランド産地の確立を図ります。更に，農家のコスト削減

を目的に，有人国境離島法に基づく交付金を活用して農産物の海上輸送支

援を行います。

シカ被害対策につきましては，引き続き，猟友会との連携を密に取りな

がら，電気柵・ネット・金網等の設置事業に取り組み，被害の軽減に努め

ます。

高齢化・担い手不足等による地域農業の衰退化が懸念されることから，

将来の地域農業のあり方を検討する場として，「人・農地プラン」が各校区

と集積組合で策定されています。今後も関係機関と連携を取りながら，地

域の実情に応じた「人・農地プラン」の見直しを行い，共生・協働の農村
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づくり運動の趣旨である「人と自然と地域が支え合うみんなで創る農村社

会」を目指して地域営農の仕組みづくりを推進します。

また，本町農業の発展のためには，新規就農者を含む担い手農家の育

成・確保が重要な課題であります。このため，農業次世代人材投資事業等

を活用し，関係機関と連携しながら担い手リストの見直しを行い，認定新

規就農者・認定農業者の育成・確保に取り組んでまいります。

畜産につきましては，農業の基幹作目として規模拡大が図られ，本町の

農業振興に大きな役割を果たしてきました。また，農畜産物に対する「安

心・安全」への関心の高まりを受けて畜産物の検査体制が整備・強化され

た結果，牛トレーサビリティシステムによる生産履歴の明確化が進み，国

産畜産物としての信頼性が得られています。

肉用牛については，耕種部門との連携を基本に，生産性の高い肉用牛繁

殖経営体を育成するため，各種補助事業及び制度資金を積極的に活用し，

生産基盤の維持・拡大を図り，肉用牛改良委員会の指針や育種価等を参考

に，町及び農協等の貸付事業や自家保留牛制度を活用して，計画的な優良

雌牛の導入を推進します。

酪農については，生産効率の高い専門型酪農経営を推進するため，飼養

管理技術及び粗飼料自給率の向上を図り，衛生的・成分的に良質な生乳生

産に努めます。また，各種補助事業及び町の貸付事業を積極的に活用して

もらい，性判別精液の利用により計画的な搾乳素牛を確保してまいります。

家畜衛生については，家畜伝染病の侵入防止対策として飼養衛生管理基

準を遵守・徹底し，規模拡大に伴う飼養環境の変化や多様化する疾病に対

応するため，各種予防注射・畜舎消毒を徹底し，家畜の損耗防止に努めま

す。

森林の整備にあたっては，「国土の保全」・「森林の循環利用」・「水源涵

養」・「地球温暖化防止」等森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発

揮させるため，森林の目的に沿った計画的かつ効率的な整備と施業の集団

化・共同化を推進します。また，新たな「森林経営管理制度」により林業

の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため，本町が経営の意

欲の低い小規模・零細な森林所有者の経営を，意欲と能力のある森林経営

者に繋ぐことで森林経営者の集積・集約化を図るとともに，経済的に成り

立たない森林については，町が仲介役となり所有者と経営体を繋ぐ仕組み

を構築し，適時に伐採・造林又は保育を実施することで，それぞれの条件

に応じた適切な経営・管理を持続的に行う森林整備を実施していきます。

更に，豊富に存在する地域の特用林産物の六次産業化を推進しながら加工

技術の開発や販売促進に取り組み，地域産物の有効活用を図っていきます。
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水産業を取り巻く情勢は，資源状況の悪化・漁業資材等の高騰・魚価の

低迷・漁業従事者の減少・高齢化などにより依然として厳しい状況が続い

ています。このような中，本町の水産業は，周辺海域に好漁場を有する恵

まれた海域条件にありながら，本土と比べ生産・販売面で不利な状況にあ

り，経済的にも厳しいことから，魚介類の海上輸送費支援事業など補助事

業を導入し，水揚げ量の確保及び魚の消費拡大に努めます。特に，離島漁

業再生支援交付金事業では，漁場の生産力及び付加価値の向上による漁業

収益の増加を図るため，条件が不利な離島の漁業再生活動の自立的かつ継

続的な実施を支援し，目的達成のため漁場資源を確保・維持しながら資源

管理型漁業に取り組み，トコブシの稚貝及び稚魚放流・イカシバ投入・回

遊魚の餌付け等を行っていきます。

（農地整備課）

本町の農業の現状としましては，先ほど申し上げたとおり、高齢化や地

域の中心的経営体の減少等様々な課題があり，その対策が求められていま

す。このため，「新たな土地改良長期計画の基本戦略」に基づき，今後も引

き続き農業現場の生産性の向上，食料の安定的な供給，担い手の育成・確

保など，農家経営の安定向上を図るため，生産基盤と環境整備を総合的に

推進する必要があります。

農業農村整備事業は将来の農業展開を描き，投資を契機として農業構造

と営農を転換させ，基幹作物による収益の高位平準化や高収益作物等の導

入による所得向上に結びつけていくために重要な事業です。また，さとう

きびの生産現場における機械化が進む中，道路条件が整っていないなど，

地域の実情に応じた対策を講じることで機械化に対応し，遊休農地の発生

防止，生産効率の向上に向けた支援を行います。今後も各種事業を積極的

に推進し，持続的展開を図りながら地域公共事業を確保します。

令和４年度は，補助事業で県営中山間地域総合整備事業，県営畑地帯総

合整備事業（単独土層改良型），県営農地環境整備事業，県営農地整備事業

（通作・保全），農業基盤整備促進事業を実施するとともに，町単独では農

道等整備事業を行い，生産効率の向上を図ります。

多面的機能支払い交付金事業については，継続 26 地区で農業・農村の

多面的機能の維持・発揮を図るため，地域の共同活動，中山間地域におけ

る農業生産活動，自然環境の保全に資する地域活動を支援します。

地籍調査の成果は，農地や山林，宅地など土地取引や公共事業の円滑化，

適正な土地利用計画の策定，災害時の迅速な復旧など，土地に関するあら

ゆる施策の基礎資料として活用され，国土強靱化や成長戦略に繋がるもの
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です。これまでの地籍調査の進捗率は 81.3％となっています。

令和４年度においては，大字増田地内（西之表市境界）と大字坂井地内

（屋久津集落）を調査区域とし，関係者の協力をいただき，一筆調査をは

じめ関連業務を円滑に進めます。

（農業委員会）

農業委員会の主たる業務として，担い手への農地の集積と集約化，遊休

農地の発生防止と解消，新規参入の促進など農地等の利用の効率化及び高

度化を推進することが求められております。農業委員及び農地利用最適化

推進委員が各農家へ農地利用の意向を確認し「使える農地を，使えるうち

に，使いたい人へ」の斡旋活動を進め，農地の集積・集約化を図っていき

ます。

また，農地を貸したい意向のある農家については，農地中間管理機構と連

携し，意欲ある規模拡大志向の農家や農地所有適格法人等への斡旋活動を

積極的に進め，耕作放棄地の防止に努めます。

（企画課）

続きまして，長期振興計画を基本とする町行政施策の推進に関してでご

ざいます。令和４年度は本町の行政推進の指針となる「第６次長期振興計

画」，国の地方創生法に基づく「第２期中種子町まち・ひと・しごと創生総

合戦略」の２年目となります。長期振興計画に掲げるまちの将来像の具現

化に向けた施策については，離島振興法や過疎地域持続的発展特別措置法

などの特定地域振興に係る各種法令に基づく計画の策定・調整を行い，過

疎・辺地対策事業債などの有効な町債や国庫補助金等の財源を確保し，効

果的に推進してまいります。

平成 29 年 4 月に施行された「有人国境離島法」において，住民の負担

軽減及び地域の社会維持を目的として実施されている地域社会維持推進

交付金を活用した「運賃低廉化」「輸送コスト支援」「滞在型観光の促進」

「雇用機会の拡充」の各事業により，特定有人国境離島地域において継続

的な居住が可能となる環境を整備します。

本町でも大きな課題となっている地域公共交通等の維持確保について

は，高齢者や障がい者など，いわゆる交通弱者の移動手段を確保するため，

コミュニティバス及び予約型乗合タクシーを運行していくとともに，利用

者や住民のニーズを的確に把握し，利便性の高い公共交通体系の構築を目

指します。広域幹線系統については，令和３年度に発足した「種子島地域

公共交通活性化協議会」において，基本方針・目標を定めた地域公共交通



－8－

計画を策定し，利便性が高く持続可能な公共交通網の形成を図ります。

エネルギー施策・脱炭素化に向け取り組みの一環でもあり，公共施設に

おける電気使用料金の低廉化を目的に設置された風力発電施設について

は，施設・設備の保守点検及び修繕に係る経費が高額となる可能性もある

ことから，令和４年度中に解体する方向で進めることとしています。今後，

国が進める脱炭素化への取り組みを踏まえながら，最適なエネルギー導入

の検討をしてまいります。また，超小型ＥＶ車を公用車として導入し，環

境に配慮したまちづくりを進めていきます。

次に，情報通信技術に関してでございますが，住民サービスを迅速かつ

正確に提供し，更には行政事務の合理化を図るうえで必要不可欠なものと

なっています。住民にとって利便性が高く，一人ひとりのニーズに合った

デジタル化によるサービスが受けられる取り組みを，関係機関と連携を図

りながら進めていきます。

地域の実情を見ると，いわゆる限界集落化により集落組織自体の存続も

危惧されている状況です。このような中，集落等の地域課題に対しては，

「自助」「共助」「公助」による課題解決への取り組みが必要になっていま

す。特に集落等の地域内での「共助」の取り組みは，防犯・防災，福祉，

教育，環境衛生など多方面において期待されることから，集落や校区，更

に地域課題や創意工夫を活かした取り組みに対して「地域活性化支援交付

金」の交付を行うとともに，移住者・地域後継者の定住による地域の活性

化に資するため，定住に必要となる住宅の確保及び情報提供を推進します。

空き店舗等の解消，かつ地域活性化に資する新たな取り組みとして，「空

き店舗等活用整備事業補助金」を創設し，出店しやすい環境を整備し，商

店街の賑わいづくりに努めていきます。

本町の商工業は，零細事業者が多いことから，景気低迷や大型店舗の進

出が経営に大きな影響を与えており，更に事業主の高齢化や後継者不足等

の理由も重なり，廃業する事業者が出ています。また，長引く新型コロナ

ウイルス感染症の影響も深刻なものとなっています。町商工会による会員

への経営指導等に努めているものの，組織の財政基盤が脆弱であることか

ら，組織体制の維持・強化を支援するとともに，地域外消費者の購買意欲

を誘引する新たな特産品の開発と，六次産業化を推進し都市部へのＰＲ活

動等効果的な情報を発信します。

様々な分野で，ここ中種子町が種子島観光の拠点，あるいは移住定住に

向けた起点となるよう，スポーツ合宿などを含め，島外の方々に本町の魅

力を体験して頂き，あわせて移住希望者などとの情報交換も視野に入れな

がら，情報発信，活性化，移住定住の促進につなげてまいります。
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(福祉・介護)

本町においては，65 歳以上の人口割合が約 40％という高齢社会となっ

ており，高齢者，障がい者，子ども・子育て，生活困窮者等福祉施策への

ニーズも多種多様に変化しています。このような中，すべての人が安心し

て生き生きと自立した生活を送ることができるように，関係機関と連携し

て「共につくる生きがいに満ちた福祉のまちづくり」を実現するために，

地域住民が抱える課題に対して，包括的な相談支援体制の構築を目指しな

がら，乳幼児から高齢者までを対象とした各種事業を着実に推進していき

ます。

高齢者に対する施策に関しては，住み慣れた地域で安心して住み続ける

ことができるよう，介護予防・日常生活支援総合事業等による介護予防事

業，老人クラブの育成や活動の活性化支援など，地域の人的・社会的資源

の活用による生きがいと安心を確保するための事業を行いながら，質の高

いサービスの提供と適切な給付の保持，健全な介護保険事業の運営を維持

していきます。

障がい者の社会参加と自立支援，ひとり親家庭への支援については，日

常生活用具給付等の地域生活支援事業や重度心身障がい者及びひとり親

家庭医療費助成事業を継続して行います。

子ども・子育て支援に関しては，「子ども・子育て支援事業計画」に基づ

き，子どもや家庭が抱える課題に対し包括的な支援体制を強化するため，

福祉，保健・医療，教育等の関係機関と連携し，効果的な支援を継続的に

行います。

温泉保養センターについては，町民の健康増進，相互のふれあいの場と

して更に利用促進されるよう，今後も適切な維持管理による充実した運営

に努めていきます。

(環境衛生)

ごみ処理対策については，適正な分別の周知を図り循環型社会の構築を

進めていきます。生活環境においては，快適で衛生的な環境を確保するた

め，引き続き，合併浄化槽設置への移行を促進しながら自然環境を保全し

てまいります。

（保育所）

児童福祉の向上を図るため，公立保育所として「住民から信頼される保

育所」，「安心・安全な保育所」，「開かれた保育所」を目指して保育業務の

運営に努めてまいります。具体的には乳幼児の健全な心身の発達や発育を
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促進するため，また豊かな人間性を培うため，保護者と保育士が連携し，

子どもたちがこの時期に身につけなければならない基本的な生活習慣を

養う保育環境を醸成することを目指していきます。

地域の子育てネットワ－クづくりにおいては，住民の子育てニ－ズに対

応するために，「子育て支援センター（おひさま）」と関係機関が緊密に連

携し，在宅の子育て支援や発達障害児を持つ家庭の子育て支援を行います。

また，一時預かり事業を実施し，保護者の緊急時に保育を支援するなど，

多様な保育需要へ対応してまいります。

（町民保健課）

マイナンバーカードについては，町民の交付率は 60％を超えているもの

の，令和４年度までに居住するほとんどの人が持つという国の方針により，

今後も申請・交付等の事務の強化に努めてまいります。

新型コロナウイルス感染症対策として，医療機関と連携し，希望するす

べての町民に対するワクチン接種に努めます。

近年，急速な高齢化の進展や生活習慣の変化により，疾病構造も複雑化

し，生活習慣病の症例が増加しつつあります。保健センターを町民の健康

づくりの拠点として，ライフステージに沿った健康づくりを推進し，疾病

の早期発見・早期治療を目的に，各種健診事業に取り組み，健康寿命の延

伸による町民生活の向上を図ります。また，ハイリスク母子に対しては訪

問型の産後ケア事業を実施し，妊娠期から子育て期にわたって切れ目のな

い支援を行うための子育て世代包括支援センターを開設し対応していき

ます。

医療費抑制のため，集団健診での特定健診・若年健診・各種がん検診等

の受診向上に努め，医療費分析による問題点の把握及びレセプト点検強化，

人間ドック等への助成，特定保健指導の充実により生活習慣病等の早期発

見，早期治療，重症化予防に努めます。

後期高齢者医療については，急速な高齢化の進行による被保険者数の増

加や医療の高度化に伴い，医療費は年々増加傾向にあります。

このような状況を踏まえ，保健事業の拡充を図り，長寿健診の受診率向

上や定期的な人間ドック等の周知を進めるとともに，後期高齢者医療広域

連合との連携を密にしながら，被保険者の健康意識の向上をサポートし，

高齢者社会の安心と健康づくりを目指してまいります。

（教育総務課）

学校教育については，県及び地区教育行政の施策を踏まえ，先人が築い
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てきた本町の持つよき教育的風土の中で「風に向かって立つ中種子の人づ

くり」を柱に，「生きる力・生き抜く力の育成」を目標に，未来に立ち向か

うための高い学力を育て，折れない心と健康な体づくりを目指します。そ

の中で，増加傾向にある特別な教育的支援を要する児童・生徒に対しては

特別支援教室を設置して対応するほか，各小・中学校に，特別支援教育支

援員及び小学校における英語指導助手を配置し，担当教員の負担軽減を図

りながら，児童・生徒の多様な学習への対応と学力向上を目指します。

学校施設については，年々老朽化が進んでおり，年次的に改修工事や補

修を実施し，安心・安全な教育環境づくりに努めます。また，教職員住宅

についても居住環境を保全し，全力で教育業務にまい進してもらうため，

年次的・計画的に改修・修繕を行い，快適な住環境づくりに努めます。

GIGA スクール構想については，全児童生徒へのタブレット端末の配置が

完了し，今後も ICT 機器を活用した教育を推進し，合わせて教職員の ICT

技術を含めた資質向上に取り組みます。

不登校状態にある児童・生徒について，福祉センター内の教育支援セン

ターを運用し，保護者を含めた相談活動や学習指導を実施します。

学校給食については，学校給食法に基づき，児童・生徒の心身の健全育

成及び食生活の改善に寄与することを目的として提供してきていますが，

食育基本法の制定により「食育」が「知育・体育・徳育」の基礎となるべ

き重要なものとして位置づけられ，学校給食の果たすべき役割は大きなも

のとなっています。

給食センター施設は，昭和 49 年に開設され，築 47 年が経過することか

ら老朽化が進んでおり，建て替えの検討と施設の改修や設備・器具の更新

を実施しながら，児童・生徒に安全で安心な給食が提供できるよう，また，

地元産野菜，魚介類，新米を給食に使用することにより地産地消の推進に

努めてまいります。

（社会教育課）

社会教育分野では，町民の多様なニーズに対応するための学習機会の拡

充と，生涯スポーツ，芸術文化活動を推進するため，学校・家庭・地域社

会・関係団体等と連携を取りながら，「総合的な生涯学習整備と連携・協働

による学習機会の拡充」，「社会教育の推進及び公民館活動の充実」，「ふる

さと文化の創造」，「スポーツ活動の促進」の４つの施策を展開し，その成

果を適切に活かすことができる環境づくりに取り組んでまいります。

施設・設備の整備・充実については，経年劣化，老朽化が進む体育施設

及び文化施設の整備更新に努め，利用者の利便性の向上を図ります。
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青少年の健全育成の充実については，各種子ども体験活動の実施や青少

年健全育成全体協議会等を通して，地域社会全体で子どもを守り育てる環

境づくりを推進します。

児童の放課後対策については，学童保育事業の更なる充実を図るととも

に，昨年に引き続き利用料の無償化を実施します。

文化財の保存活用については，歴史民俗資料館を拠点に、国・県・町指

定文化財の保護，保存活動の取り組みを推進するとともに，効果的な活用

を図ります。

生涯スポーツの推進については，太陽の里中央運動公園を積極的に活用

し，町民の誰もがスポーツに親しむことができる環境づくりと，よいらー

いきスポーツクラブの活用を推進します。

また，実業団・大学・高校運動部のスポーツ合宿誘致を推進し，施設の

有効活用と町の活性化に取り組みます。

（建設課）

町民が身近に利用する道路に対する要望は多く，整備が必要な路線が多

数存在する中で，国道・県道については，県に対し整備を働きかけるとと

もに，町道については，地域の要望等を踏まえ幹線道路・生活道路を優先

し，整備を実施していきます。

交付金事業・起債事業・単独事業で交通の円滑化及び更なる安全性の向

上に努めていきます。

河川整備では，緊急自然災害防止事業・緊急浚渫推進事業を実施し，災

害の未然防止に努め生活環境の改善を図っていきます。

町営住宅は，維持管理や管理業務の一部を民間事業者に委託し，入退去

時の立会業務など専門的なノウハウを活用し，町民サービスの向上と効率

的な運営を行っていきます。また，町営住宅伏之前団地の改修工事，横町

団地外構工事を実施して，入居者の利便性・快適性の向上など更なる住環

境の改善に努めてまいります。

港湾漁港管理は，緊急自然災害防止事業において，施設の機能回復を図

っていきます。

公園管理では，施設の改修を行うとともに日々の点検に努め，安全性の

確保と適正な維持管理に取り組んでいきます。

町道河川等の施設管理については，町民のニーズに応えるため，危険因

子の早期排除に努め，より豊かな生活基盤づくり及び交通の安全性の向上

を図っていきます。
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（水道課）

本町の上水道は，昭和 35 年に給水を開始し，改良や拡張工事を行い現

在に至っています。また，平成 30 年度には簡易水道事業を上水道事業に

統合し，施設管理の一元化と効率化を図ってまいりましたが，近年，給水

人口や給水量の減少に伴い料金収入が減少し，厳しい財政状況となってい

ることから，料金改定を行い財政の健全化を図ってまいります。

老朽化が進む古房浄水場は，災害に強く効率の良い浄水場とするため，

令和２年度から水道施設耐震化更新事業に着手しており，７月末には近代

的な浄水場が完成する見込みでございます。

今年度も，健康で文化的な町民生活や社会経済を支える生活基盤として，

適切な施設管理を行い，質の高い安心・安全な水を安定供給することに努

めてまいります。

（総務課）

火災等災害時における消防活動において消防団の果たす役割は大きく，

なくてはならない組織でありますが，近年，消防団員の確保が厳しくなっ

ているため，団員の処遇改善を図り定数確保に努め、南界分団小型動力ポ

ンプ付積載車を更新します。

職員の定員管理については，定員管理適正化計画に基づき，適正な管理

に努めるとともに給与の適正化，行財政の健全化に努めます。

中種子町公共施設等総合管理計画や固定資産台帳に基づき，地方公会計

との連携と資産管理の効率化に努めます。

（自衛隊誘致推進について）

国においては，西之表市馬毛島への自衛隊施設整備に向け，各種調査や

協議が進められています。本町にも隊舎等の設置を行う計画であると伺っ

ているところです。また，馬毛島の供用開始後の通勤港として浜津脇港を

メインで使用する計画とのことで，本町への自衛隊施設の誘致に向けての

大きな前進と考えます。引き続き各種訓練の誘致・協力を推し進め，当初

の目的である本町への自衛隊基地の設置に向け，防衛省との連携を密にし

て要望してまいります。

以上，令和４年度に向け，施政方針を述べさせて頂きました。厳しい財

政状況の中ではございますが，国，県の各種事業や補助事業などの有効な

活用を検討しつつ，効果的な施策の遂行に努めてまいりますので，町民の

皆様，議会議員の皆様のご指導・ご理解・ご協力を賜りますよう切にお願

い申し上げます。


