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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

平成平成平成平成２７２７２７２７年第年第年第年第 1111 回回回回天城町天城町天城町天城町議会定例会議会定例会議会定例会議会定例会のののの開会開会開会開会にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして，，，，町政運営町政運営町政運営町政運営についてのについてのについてのについての基本方針基本方針基本方針基本方針

とととと，，，，平成平成平成平成２７２７２７２７年度予算年度予算年度予算年度予算のののの概要概要概要概要についてについてについてについて御説明申御説明申御説明申御説明申しししし上上上上げげげげますますますます。。。。    

    

私私私私はははは、、、、平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年のののの町長就任以来町長就任以来町長就任以来町長就任以来、「、「、「、「緑豊緑豊緑豊緑豊かでかでかでかで活力活力活力活力あるあるあるある住住住住みよいまちづくりみよいまちづくりみよいまちづくりみよいまちづくり」」」」をををを基本理念基本理念基本理念基本理念

としてとしてとしてとして、、、、２２２２期期期期８８８８年間年間年間年間にににに渡渡渡渡りりりり、、、、町政町政町政町政のののの舵取舵取舵取舵取りをりをりをりを担担担担ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、昨年昨年昨年昨年１２１２１２１２月月月月のののの町町町町

長選挙長選挙長選挙長選挙ではではではでは、、、、町民町民町民町民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のののの御信任御信任御信任御信任をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、引引引引きききき続続続続きききき３３３３期目期目期目期目をををを担担担担ううううにあたりにあたりにあたりにあたり、、、、改改改改めてめてめてめて皆皆皆皆

様様様様からからからから寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた期待期待期待期待のののの大大大大きさときさときさときさと、、、、責任責任責任責任のののの重大重大重大重大さをさをさをさを痛感痛感痛感痛感しししし、、、、身身身身のののの引引引引きききき締締締締まるまるまるまる思思思思いでありますいでありますいでありますいであります。。。。    

    

さてさてさてさて、、、、昨今昨今昨今昨今のののの社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢はははは、、、、長期長期長期長期デフレデフレデフレデフレ状況状況状況状況からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却のののの兆兆兆兆しがしがしがしが見見見見られるられるられるられるとされながらとされながらとされながらとされながら

もももも、、、、地方地方地方地方においてはにおいてはにおいてはにおいては景気回復景気回復景気回復景気回復がががが都市圏都市圏都市圏都市圏ほどにはほどにはほどにはほどには実感実感実感実感されていないされていないされていないされていない状況状況状況状況でありますでありますでありますであります。。。。またまたまたまた、、、、ここここ

れからのれからのれからのれからの日本日本日本日本はははは、、、、急速急速急速急速にににに進進進進むむむむ少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化をををを背景背景背景背景にににに、、、、政界政界政界政界もももも経済界経済界経済界経済界もももも、、、、国国国国もももも地方地方地方地方もももも「「「「負担負担負担負担」」」」とととと

いういういういう痛痛痛痛みをみをみをみを分分分分けけけけ合合合合わなければわなければわなければわなければ、、、、一定一定一定一定レベルのレベルのレベルのレベルの国力国力国力国力やややや経済力経済力経済力経済力をををを維持維持維持維持できないできないできないできない時代時代時代時代にににに入入入入ってきてってきてってきてってきて

いるといるといるといると考考考考えられておりますえられておりますえられておりますえられております。。。。    

    

本本本本町町町町におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、歳入面歳入面歳入面歳入面ではではではでは町税町税町税町税のののの伸伸伸伸びびびび悩悩悩悩みみみみにににに加加加加ええええ、、、、地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税がががが段階的段階的段階的段階的にににに縮減縮減縮減縮減されされされされ

るるるる一方一方一方一方でありでありでありであり、、、、今後今後今後今後もももも、、、、歳入確保歳入確保歳入確保歳入確保がががが極極極極めてめてめてめて厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況となることがとなることがとなることがとなることが見込見込見込見込まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。歳歳歳歳

出面出面出面出面ではではではでは、、、、必要必要必要必要なななな普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費などがなどがなどがなどが財政運営財政運営財政運営財政運営にににに重重重重いいいい負担負担負担負担となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが、、、、今後今後今後今後もももも増増増増

大大大大するするするする扶助費扶助費扶助費扶助費やややや公共施設公共施設公共施設公共施設のののの維持管理及維持管理及維持管理及維持管理及びびびび改修費改修費改修費改修費のののの増加増加増加増加がががが見込見込見込見込まれまれまれまれ、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい財政状財政状財政状財政状況況況況はははは続続続続くもくもくもくも

のとのとのとのと考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    

    

このようなこのようなこのようなこのような中中中中、、、、我我我我がががが国国国国がががが直面直面直面直面するするするする地方創生地方創生地方創生地方創生・・・・人口減少克服人口減少克服人口減少克服人口減少克服というというというという構造的課題構造的課題構造的課題構造的課題にににに正面正面正面正面からからからから取取取取

りりりり組組組組むためにむためにむためにむために設置設置設置設置されたされたされたされた「「「「まち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごとまち・ひと・しごと創生本部創生本部創生本部創生本部」」」」はははは、、、、地方自地方自地方自地方自らがらがらがらが将来将来将来将来のののの成長成長成長成長・・・・発展発展発展発展

のののの種種種種となるようなとなるようなとなるようなとなるような地域資源地域資源地域資源地域資源をををを掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし、、、、それらをそれらをそれらをそれらを活用活用活用活用していくしていくしていくしていく取組取組取組取組をををを支援支援支援支援することとしてすることとしてすることとしてすることとして

いますいますいますいます。。。。    

国国国国のののの平成平成平成平成２６２６２６２６年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算にににに計上計上計上計上されたされたされたされた地域住民生活等緊急支援交付金地域住民生活等緊急支援交付金地域住民生活等緊急支援交付金地域住民生活等緊急支援交付金においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、町内町内町内町内

のののの消費喚起消費喚起消費喚起消費喚起のののの促進促進促進促進やややや地方創生地方創生地方創生地方創生にににに向向向向けたけたけたけた事業事業事業事業をををを進進進進めめめめるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、今年今年今年今年度度度度にににに策定策定策定策定・・・・推進推進推進推進されるされるされるされる天天天天

城町版総合戦略城町版総合戦略城町版総合戦略城町版総合戦略にににに切切切切れれれれ目無目無目無目無くくくく繋繋繋繋げられるようげられるようげられるようげられるよう取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

本町本町本町本町がががが、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい時代時代時代時代をををを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ、、、、町民町民町民町民にににに真真真真にににに必要必要必要必要なサービスをなサービスをなサービスをなサービスを提供提供提供提供しししし続続続続けけけけ、、、、活力活力活力活力あるあるあるある町政町政町政町政

をををを継続継続継続継続していくためしていくためしていくためしていくため、、、、今後今後今後今後もももも国国国国・・・・県県県県のののの動向動向動向動向をををを注視注視注視注視しつつしつつしつつしつつ、、、、諸課題諸課題諸課題諸課題のののの解決解決解決解決とととと地域振興地域振興地域振興地域振興にににに積極的積極的積極的積極的

にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますのでんでまいりますのでんでまいりますのでんでまいりますので、、、、広広広広くくくく町民町民町民町民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご理解理解理解理解とごとごとごとご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りたいとりたいとりたいとりたいと存存存存じますじますじますじます。。。。    

    

以下本年度以下本年度以下本年度以下本年度のののの主要施策主要施策主要施策主要施策をごをごをごをご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    
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２２２２．．．．地域地域地域地域のののの資源資源資源資源をををを生生生生かしたかしたかしたかした活力活力活力活力あるあるあるある産業産業産業産業のののの振興振興振興振興    

現行現行現行現行のののの「「「「天城町農業天城町農業天城町農業天城町農業ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」はははは平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年度度度度でででで終期終期終期終期をををを迎迎迎迎ええええ、、、、本年度本年度本年度本年度新新新新たにたにたにたに次期農業次期農業次期農業次期農業ビジビジビジビジ

ョンをョンをョンをョンを作成作成作成作成しししし、、、、農家所得農家所得農家所得農家所得のののの向上向上向上向上とととと安定安定安定安定したしたしたした農業経営農業経営農業経営農業経営をををを目指目指目指目指してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

本町本町本町本町のののの農業農業農業農業はははは、、、、サトウキビをサトウキビをサトウキビをサトウキビを基幹作物基幹作物基幹作物基幹作物としとしとしとし、、、、肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛やややや園芸作物園芸作物園芸作物園芸作物とのとのとのとの複合経営複合経営複合経営複合経営をををを基本基本基本基本にににに、、、、持持持持

続性続性続性続性のののの高高高高いいいい農業農業農業農業をををを展開展開展開展開してきたところでありますしてきたところでありますしてきたところでありますしてきたところであります。。。。主要品目主要品目主要品目主要品目のののの単収向上単収向上単収向上単収向上とととと面積面積面積面積のののの確保確保確保確保・・・・拡大拡大拡大拡大

にににに向向向向けけけけ施策施策施策施策をををを展開展開展開展開するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、収益性収益性収益性収益性のののの高高高高いいいい新規品目新規品目新規品目新規品目のののの導入導入導入導入やややや産地化産地化産地化産地化をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    

昨年昨年昨年昨年からからからから始始始始まったまったまったまった農林水産物輸送農林水産物輸送農林水産物輸送農林水産物輸送コストコストコストコスト支援事業支援事業支援事業支援事業をををを活用活用活用活用しししし、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした園芸品園芸品園芸品園芸品

目目目目のののの推進推進推進推進やややや農地中間管理事業農地中間管理事業農地中間管理事業農地中間管理事業でででで、、、、基盤基盤基盤基盤となるとなるとなるとなる農地農地農地農地のののの流動化流動化流動化流動化もももも推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。またまたまたまた、、、、担担担担

いいいい手確保手確保手確保手確保やややや新規就農者新規就農者新規就農者新規就農者のののの育成育成育成育成についてはについてはについてはについては、、、、地域地域地域地域がががが主体主体主体主体となったとなったとなったとなった人人人人・・・・農地農地農地農地プランのプランのプランのプランの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる

とともにとともにとともにとともに、、、、優優優優れたれたれたれた経営感覚経営感覚経営感覚経営感覚のののの習得習得習得習得とととと技術力技術力技術力技術力のののの高高高高いいいい農家農家農家農家をををを育成育成育成育成してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

土土土土づくりづくりづくりづくり対策対策対策対策についてはについてはについてはについては、、、、近年近年近年近年、、、、有機物有機物有機物有機物のののの不足不足不足不足がががが作物作物作物作物のののの単収単収単収単収にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響しておりますしておりますしておりますしております。。。。

生産生産生産生産のののの基盤基盤基盤基盤であるであるであるである土土土土づくりについてづくりについてづくりについてづくりについてはははは、、、、再度再度再度再度意識意識意識意識高揚高揚高揚高揚をををを図図図図りりりり、、、、たいたいたいたい肥肥肥肥のののの投入投入投入投入やややや深耕事業等深耕事業等深耕事業等深耕事業等をををを

推進推進推進推進してしてしてして単収向上単収向上単収向上単収向上にににに努努努努めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

サトウキビについてはサトウキビについてはサトウキビについてはサトウキビについては、、、、今期今期今期今期もももも台風被害台風被害台風被害台風被害等等等等でででで生産見込生産見込生産見込生産見込みはみはみはみは５５５５万万万万８８８８千千千千トンとトンとトンとトンと低低低低いいいい状況状況状況状況にありにありにありにあり

ますますますます。。。。既既既既にににに次年産次年産次年産次年産にににに向向向向けけけけ、、、、さとうきびさとうきびさとうきびさとうきび増産基金事業増産基金事業増産基金事業増産基金事業をををを活用活用活用活用したしたしたした堆肥助成堆肥助成堆肥助成堆肥助成のののの補助率上乗補助率上乗補助率上乗補助率上乗せやせやせやせや薬薬薬薬

剤剤剤剤等等等等によるによるによるによる助成助成助成助成などでなどでなどでなどで、、、、春植春植春植春植えのえのえのえの早期植早期植早期植早期植ええええ付付付付けやけやけやけや株出株出株出株出しししし管理作業管理作業管理作業管理作業、、、、病害虫防除病害虫防除病害虫防除病害虫防除・・・・除草除草除草除草のののの徹底徹底徹底徹底

をををを推進推進推進推進しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。    

    

肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛についてはについてはについてはについては、、、、子牛子牛子牛子牛のセリのセリのセリのセリ価格価格価格価格がががが平均平均平均平均で５０で５０で５０で５０万円万円万円万円をををを越越越越えるえるえるえる高値高値高値高値でのでのでのでの取引取引取引取引きがなされきがなされきがなされきがなされ、、、、

畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家にとってはにとってはにとってはにとっては安定安定安定安定したしたしたした経営経営経営経営がなされておりますがなされておりますがなされておりますがなされております。。。。しかししかししかししかし一方一方一方一方ではではではでは、、、、畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家のののの高齢化高齢化高齢化高齢化

やややや後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足などでなどでなどでなどで戸数戸数戸数戸数はははは減少減少減少減少しししし、、、、併併併併せてせてせてせて繁殖牛繁殖牛繁殖牛繁殖牛もももも減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にありますにありますにありますにあります。。。。またまたまたまた、、、、濃厚飼料濃厚飼料濃厚飼料濃厚飼料やややや

農業資材農業資材農業資材農業資材のののの高騰高騰高騰高騰・・・・高止高止高止高止まりでまりでまりでまりで生産生産生産生産コストのコストのコストのコストの削減削減削減削減もももも喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。このようなこのようなこのようなこのような

中中中中、「、「、「、「自家保留奨励事業自家保留奨励事業自家保留奨励事業自家保留奨励事業」」」」をををを拡充拡充拡充拡充しししし、、、、導入牛導入牛導入牛導入牛にににに対対対対してもしてもしてもしても助成助成助成助成をををを行行行行いいいい、、、、繁殖牛繁殖牛繁殖牛繁殖牛のののの確保確保確保確保にににに努努努努めてめてめてめて

ままままいりますいりますいりますいります。。。。さらにさらにさらにさらに冬作粗飼料冬作粗飼料冬作粗飼料冬作粗飼料のののの確保確保確保確保をををを推進推進推進推進しししし、、、、敷敷敷敷きききき料助成事業料助成事業料助成事業料助成事業もももも継続継続継続継続してしてしてして、、、、適切適切適切適切なななな個体管個体管個体管個体管

理理理理にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

馬鈴薯馬鈴薯馬鈴薯馬鈴薯についてはについてはについてはについては、、、、２２２２年連続年連続年連続年連続のののの価格低迷価格低迷価格低迷価格低迷もございましたがもございましたがもございましたがもございましたが、、、、今期今期今期今期もももも栽培面積栽培面積栽培面積栽培面積でででで    約約約約２９０２９０２９０２９０

ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタールをををを越越越越えたえたえたえた作付作付作付作付けがなされておりますけがなされておりますけがなされておりますけがなされております。。。。近年近年近年近年、、、、防風防風防風防風ネットのネットのネットのネットの設置設置設置設置やややや適切適切適切適切なななな疫病防除疫病防除疫病防除疫病防除

がなされがなされがなされがなされ、、、、単収単収単収単収もももも向上向上向上向上しししし、「、「、「、「かごしまブランドかごしまブランドかごしまブランドかごしまブランド」」」」産地産地産地産地としてとしてとしてとして品質品質品質品質のののの高高高高いいいい馬鈴薯馬鈴薯馬鈴薯馬鈴薯がががが生産生産生産生産されつされつされつされつ

つありますつありますつありますつあります。。。。市場市場市場市場がががが求求求求めるめるめるめる「「「「定時定時定時定時・・・・定量定量定量定量・・・・定質定質定質定質」」」」のののの三原則三原則三原則三原則をををを守守守守りりりり、、、、信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる産地産地産地産地づくりをづくりをづくりをづくりを

確立確立確立確立していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、今後今後今後今後もももも植付植付植付植付けけけけ機械機械機械機械やややや収穫機械収穫機械収穫機械収穫機械のののの導入導入導入導入でででで省力化省力化省力化省力化をををを図図図図りりりり、、、、面積拡大面積拡大面積拡大面積拡大とととと

単収向上単収向上単収向上単収向上にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    
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生姜生姜生姜生姜やゴマについてはやゴマについてはやゴマについてはやゴマについては、、、、畑畑畑畑かんかんかんかん通水後通水後通水後通水後のののの有望有望有望有望なななな品目品目品目品目としてとしてとしてとして期待期待期待期待されているところですされているところですされているところですされているところです。。。。引引引引

きききき続続続続きききき生産資材等生産資材等生産資材等生産資材等のののの助成助成助成助成をををを行行行行いいいい、、、、農家農家農家農家のののの面積拡大面積拡大面積拡大面積拡大をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。そのそのそのその他他他他のののの品目品目品目品目につにつにつにつ

いてもいてもいてもいても、、、、普及活動普及活動普及活動普及活動にににに関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

果樹果樹果樹果樹についてはについてはについてはについては、、、、マンゴーをはじめマンゴーをはじめマンゴーをはじめマンゴーをはじめ、、、、タンカンタンカンタンカンタンカン、、、、パッションフルーツパッションフルーツパッションフルーツパッションフルーツ、、、、ドラゴンフルーツドラゴンフルーツドラゴンフルーツドラゴンフルーツ

などなどなどなど多多多多くのくのくのくの品目品目品目品目がががが栽培栽培栽培栽培されておりますされておりますされておりますされております。。。。しかししかししかししかし、、、、販売体制販売体制販売体制販売体制がががが整整整整っておらずっておらずっておらずっておらず、、、、生産者組織生産者組織生産者組織生産者組織のののの育育育育

成成成成がががが課題課題課題課題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。農産物輸送農産物輸送農産物輸送農産物輸送コストコストコストコスト支援事業支援事業支援事業支援事業もももも活用活用活用活用できるようなできるようなできるようなできるような生産者組織生産者組織生産者組織生産者組織のののの育育育育

成成成成やややや、、、、栽培技術栽培技術栽培技術栽培技術のののの向上向上向上向上、、、、またまたまたまた、、、、防風対策防風対策防風対策防風対策、、、、鳥鳥鳥鳥やややや害虫対策害虫対策害虫対策害虫対策としてのとしてのとしてのとしての平張施設平張施設平張施設平張施設のののの導入導入導入導入などもなどもなどもなども検討検討検討検討

しししし、、、、安定安定安定安定したしたしたした産地産地産地産地づくりをづくりをづくりをづくりを目指目指目指目指してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

おおおお茶茶茶茶についてはについてはについてはについては、、、、べにふうきべにふうきべにふうきべにふうきととととサンルージュのサンルージュのサンルージュのサンルージュの栽培面積栽培面積栽培面積栽培面積がががが約約約約１５１５１５１５ｈａｈａｈａｈａをををを越越越越ええええ、、、、産地産地産地産地としてとしてとしてとして

確立確立確立確立されてきましたされてきましたされてきましたされてきました。。。。今後今後今後今後もももも面積拡大面積拡大面積拡大面積拡大とととと販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓にににに努努努努めてめてめてめてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

    

花花花花きについてはきについてはきについてはきについては、、、、昨年昨年昨年昨年にトルコギキョウのにトルコギキョウのにトルコギキョウのにトルコギキョウの生産者組織生産者組織生産者組織生産者組織がががが設立設立設立設立されされされされ、、、、農業創出緊急支援事業農業創出緊急支援事業農業創出緊急支援事業農業創出緊急支援事業

でででで花花花花きききき用用用用ハウスのハウスのハウスのハウスの導入導入導入導入もももも行行行行われわれわれわれ、、、、生産体制生産体制生産体制生産体制がががが整整整整いつつありますいつつありますいつつありますいつつあります。。。。市場市場市場市場からはからはからはからは高評価高評価高評価高評価をををを受受受受けてけてけてけて

おりおりおりおり、、、、今後今後今後今後もももも栽培技術栽培技術栽培技術栽培技術のののの向上向上向上向上とととと農家農家農家農家のののの育成育成育成育成にににに努努努努めめめめ、、、、収益性収益性収益性収益性のののの高高高高いいいい品目品目品目品目のののの産地化産地化産地化産地化をををを目指目指目指目指してましてましてましてま

いりますいりますいりますいります。。。。    

    

食育食育食育食育についてはについてはについてはについては、「、「、「、「天城町食育推進計画天城町食育推進計画天城町食育推進計画天城町食育推進計画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、講演会講演会講演会講演会やややや料理教室料理教室料理教室料理教室、、、、教育教育教育教育ファームなファームなファームなファームな

どのどのどのどの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを継続継続継続継続してしてしてしてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

    

地産地消地産地消地産地消地産地消についてもについてもについてもについても、、、、簡易簡易簡易簡易ハウスのハウスのハウスのハウスの活用活用活用活用やややや家庭菜園家庭菜園家庭菜園家庭菜園のののの推進推進推進推進、、、、特産品特産品特産品特産品ショップショップショップショップのののの支援支援支援支援、、、、給食給食給食給食

センターセンターセンターセンター等等等等へのへのへのへの食材供給食材供給食材供給食材供給などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強化強化強化強化してしてしてしてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。またまたまたまた、、、、拠点施設拠点施設拠点施設拠点施設としてのとしてのとしてのとしての直直直直

売所売所売所売所のののの設置設置設置設置にににに向向向向けけけけ協議協議協議協議をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化についてはについてはについてはについては、、、、既存商品既存商品既存商品既存商品のレベルアップとのレベルアップとのレベルアップとのレベルアップと新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発をををを支援支援支援支援するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、起起起起

業業業業のののの促進促進促進促進をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    

担担担担いいいい手対策手対策手対策手対策としてはとしてはとしてはとしては、、、、円滑円滑円滑円滑なななな就農就農就農就農にににに必要必要必要必要なななな生産技術生産技術生産技術生産技術やややや経営管理能力等経営管理能力等経営管理能力等経営管理能力等をををを習得習得習得習得させるためさせるためさせるためさせるため、、、、

農業農業農業農業センターにセンターにセンターにセンターに農業専門農業専門農業専門農業専門のののの指導者指導者指導者指導者をををを招聘招聘招聘招聘してしてしてして研修制度研修制度研修制度研修制度のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。同同同同センタセンタセンタセンタ

ーにおいてはーにおいてはーにおいてはーにおいては農業塾農業塾農業塾農業塾をををを開設開設開設開設しししし、、、、新規就農者新規就農者新規就農者新規就農者のののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識のののの習得習得習得習得やややや多多多多品目品目品目品目のののの栽培栽培栽培栽培講座講座講座講座をををを行行行行ってまってまってまってま

いりますいりますいりますいります。。。。またまたまたまた、、、、従来従来従来従来よりよりよりより実施実施実施実施してしてしてしておりおりおりおりますますますます農業農業農業農業センターのセンターのセンターのセンターの研修研修研修研修制度制度制度制度をををを継続継続継続継続しししし、、、、１１１１年間年間年間年間のののの研研研研

修修修修期間期間期間期間終了後終了後終了後終了後はははは、、、、センターセンターセンターセンター内内内内ののののハウスをハウスをハウスをハウスを利用利用利用利用したしたしたした自己経営自己経営自己経営自己経営をををを支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、

町有研修町有研修町有研修町有研修ハウスのハウスのハウスのハウスの利用利用利用利用やややや自己資金導入自己資金導入自己資金導入自己資金導入によるハウスによるハウスによるハウスによるハウス経営経営経営経営をををを促進促進促進促進ししししてててて、、、、担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保・・・・育成育成育成育成にににに

取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    
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鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策鳥獣被害対策としてとしてとしてとして、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度からイノシシのからイノシシのからイノシシのからイノシシの侵入防止柵侵入防止柵侵入防止柵侵入防止柵をををを設置設置設置設置してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。    

本年度本年度本年度本年度はははは侵入防止柵侵入防止柵侵入防止柵侵入防止柵のののの管理体制管理体制管理体制管理体制やややや鳥獣被害対策実施隊鳥獣被害対策実施隊鳥獣被害対策実施隊鳥獣被害対策実施隊のののの活動強化活動強化活動強化活動強化にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、猟友猟友猟友猟友

会会会会とのとのとのとの連携連携連携連携でででで、、、、捕獲対策捕獲対策捕獲対策捕獲対策とととと被害防止対策被害防止対策被害防止対策被害防止対策のののの両面両面両面両面からからからから農作物被害農作物被害農作物被害農作物被害のののの軽減軽減軽減軽減にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

林業林業林業林業についてはについてはについてはについては、、、、松松松松くいくいくいくい虫対策虫対策虫対策虫対策としてとしてとしてとして、、、、本年度本年度本年度本年度もももも伐倒駆除事業伐倒駆除事業伐倒駆除事業伐倒駆除事業やややや樹幹注入事業樹幹注入事業樹幹注入事業樹幹注入事業をををを実施実施実施実施してしてしてして

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。またまたまたまた、、、、島内産木材島内産木材島内産木材島内産木材のののの利用促進利用促進利用促進利用促進やややや椎茸椎茸椎茸椎茸などのなどのなどのなどの特用林産物特用林産物特用林産物特用林産物についてもについてもについてもについても取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強強強強

化化化化してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

畑畑畑畑かんかんかんかん事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、徳之島徳之島徳之島徳之島ダムのダムのダムのダムの通水開始通水開始通水開始通水開始をををを間近間近間近間近にににに控控控控えてえてえてえて、、、、引引引引きききき続続続続ききききスプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラー

のののの設置工事設置工事設置工事設置工事をををを進進進進めているところですめているところですめているところですめているところです。。。。水水水水をををを最大限最大限最大限最大限にににに利用利用利用利用したしたしたした農業農業農業農業へのへのへのへの転換転換転換転換でででで、、、、既存作物既存作物既存作物既存作物のののの単単単単

収向上収向上収向上収向上、、、、新規高収益作物新規高収益作物新規高収益作物新規高収益作物のののの導入導入導入導入などでなどでなどでなどで、、、、本町本町本町本町のののの農業農業農業農業はははは大大大大きくきくきくきく変変変変わってまいりわってまいりわってまいりわってまいりますますますます。。。。平成平成平成平成２６２６２６２６

年年年年３３３３月月月月にににに策定策定策定策定したしたしたした「「「「徳之島地域畑徳之島地域畑徳之島地域畑徳之島地域畑かんかんかんかん営農営農営農営農ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」をををを基基基基にににに、、、、地域地域地域地域のののの振興方策振興方策振興方策振興方策やややや、、、、新規品目新規品目新規品目新規品目

のののの産地化産地化産地化産地化などなどなどなど農業振興農業振興農業振興農業振興にににに向向向向けけけけ、、、、受益農家受益農家受益農家受益農家とととと関係機関関係機関関係機関関係機関・・・・団体団体団体団体がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって取取取取りりりり組組組組んでまいりんでまいりんでまいりんでまいり

ますますますます。。。。    

    

農地基盤整備農地基盤整備農地基盤整備農地基盤整備にににについてついてついてついてはははは、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年度現在年度現在年度現在年度現在でででで整備率整備率整備率整備率はははは８４８４８４８４．．．．００００％％％％となりますとなりますとなりますとなります。。。。西阿木名西阿木名西阿木名西阿木名

地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて県営畑総事業県営畑総事業県営畑総事業県営畑総事業によりによりによりにより区画整備事業区画整備事業区画整備事業区画整備事業をををを平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度にににに実施実施実施実施するするするする計画計画計画計画でででで、、、、引引引引きききき続続続続きききき

事前調査設計事前調査設計事前調査設計事前調査設計をををを実施実施実施実施ししししてまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。        

またまたまたまた、、、、県営県営県営県営のののの特定地域振興生産基盤整備事業特定地域振興生産基盤整備事業特定地域振興生産基盤整備事業特定地域振興生産基盤整備事業でででで、、、、主主主主にににに畑畑畑畑かんかんかんかん施設整備施設整備施設整備施設整備７７７７地区地区地区地区とととと併併併併せてせてせてせて、、、、一部一部一部一部

土層改良土層改良土層改良土層改良をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

事業進捗状況事業進捗状況事業進捗状況事業進捗状況にににについてついてついてついてはははは、、、、国営徳之島用水事業国営徳之島用水事業国営徳之島用水事業国営徳之島用水事業がががが平成平成平成平成２６２６２６２６年度末現在年度末現在年度末現在年度末現在のののの事業費事業費事業費事業費ベベベベ－－－－スでスでスでスで    

９４９４９４９４．．．．３３３３％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。３３３３月月月月にはダムのにはダムのにはダムのにはダムの完成検査完成検査完成検査完成検査をををを実施実施実施実施しししし、、、、計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり通水試験通水試験通水試験通水試験がががが進進進進

めばめばめばめば順次通水順次通水順次通水順次通水がががが可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

    

県営事業県営事業県営事業県営事業でででで行行行行っているっているっているっている末端施設整備事業末端施設整備事業末端施設整備事業末端施設整備事業についてについてについてについてはははは、、、、進捗率進捗率進捗率進捗率２８２８２８２８％％％％となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが、、、、

本年度本年度本年度本年度はははは、、、、国営徳之島用水事業国営徳之島用水事業国営徳之島用水事業国営徳之島用水事業とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら、、、、通水試験完了地区通水試験完了地区通水試験完了地区通水試験完了地区からからからから順次順次順次順次スプリンクラスプリンクラスプリンクラスプリンクラ－－－－

のののの設置設置設置設置とととと末端施設整備末端施設整備末端施設整備末端施設整備をををを平成平成平成平成３３３３３３３３年度年度年度年度までのまでのまでのまでの計画計画計画計画でででで実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

農地農地農地農地、、、、農道農道農道農道、、、、水路水路水路水路、、、、ためためためため池等池等池等池等のののの維持維持維持維持管理管理管理管理についてはについてはについてはについては、「、「、「、「多面的機能支払交付金事業多面的機能支払交付金事業多面的機能支払交付金事業多面的機能支払交付金事業」」」」をををを活活活活

用用用用してしてしてして、、、、農地農地農地農地・・・・水路等水路等水路等水路等のののの地域資源地域資源地域資源地域資源のののの保全活動保全活動保全活動保全活動とととと共同活動共同活動共同活動共同活動をををを図図図図りりりり、、、、施設施設施設施設のののの長寿命化長寿命化長寿命化長寿命化のためののためののためののための活活活活

動動動動をををを継続継続継続継続的的的的にににに実施実施実施実施してしてしてしてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

    

地地地地籍籍籍籍調査事業調査事業調査事業調査事業にににについてついてついてついてはははは、、、、２６２６２６２６年度末年度末年度末年度末でででで２６２６２６２６．．．．８５８５８５８５％％％％のののの進捗率進捗率進捗率進捗率となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

本年度本年度本年度本年度はははは、、、、大津川大津川大津川大津川・・・・瀬滝瀬滝瀬滝瀬滝地区地区地区地区のののの各一部各一部各一部各一部 45454545 ヘクタヘクタヘクタヘクタ－－－－ルルルル及及及及びびびび、、、、２６２６２６２６年度年度年度年度からのからのからのからの継続継続継続継続としてとしてとしてとして平土平土平土平土

野野野野地区地区地区地区１９１９１９１９ヘクタヘクタヘクタヘクタ----ルをルをルをルを調査調査調査調査してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    
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水産業水産業水産業水産業につにつにつについていていていてはははは、「、「、「、「とくのしまとくのしまとくのしまとくのしま漁協漁協漁協漁協」」」」やややや「「「「ゆいのゆいのゆいのゆいの里里里里あまぎあまぎあまぎあまぎ漁業集落漁業集落漁業集落漁業集落」」」」とととと連携連携連携連携をををを図図図図りながりながりながりなが

らららら、、、、漁場生産力漁場生産力漁場生産力漁場生産力のののの向上向上向上向上とととと創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫をををを活活活活かしたかしたかしたかした魚食普及活動及魚食普及活動及魚食普及活動及魚食普及活動及びびびび漁業者漁業者漁業者漁業者のののの所得向上所得向上所得向上所得向上やややや担担担担いいいい手育手育手育手育

成成成成をををを支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。漁業体験漁業体験漁業体験漁業体験についてはについてはについてはについては、、、、観光観光観光観光とととと連携連携連携連携しブルーツーリズムのしブルーツーリズムのしブルーツーリズムのしブルーツーリズムの推進推進推進推進をしをしをしをし

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。またまたまたまた、、、、松原漁港松原漁港松原漁港松原漁港をををを核核核核としたとしたとしたとした「「「「うるおいとうるおいとうるおいとうるおいと活気活気活気活気にににに満満満満ちたちたちたちた漁港漁港漁港漁港・・・・漁村漁村漁村漁村づくりづくりづくりづくり」」」」のののの

ためにためにためにために、、、、浜浜浜浜のののの活力再生活力再生活力再生活力再生プランプランプランプラン策定策定策定策定にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

商工業商工業商工業商工業にににについてついてついてついてはははは、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関やややや各種団体各種団体各種団体各種団体とととと連携連携連携連携したしたしたした「「「「わっきゃがわっきゃがわっきゃがわっきゃが広場広場広場広場」」」」のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを行行行行いいいい、、、、

商店街商店街商店街商店街のののの活性化活性化活性化活性化にににに積極的積極的積極的積極的かつかつかつかつ継続的継続的継続的継続的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行いながらいながらいながらいながら地域地域地域地域にににに活力活力活力活力をををを与与与与えるとともにえるとともにえるとともにえるとともに、、、、

地域産業地域産業地域産業地域産業をををを牽引牽引牽引牽引するするするする人材育成人材育成人材育成人材育成にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。新新新新たにたにたにたに創設創設創設創設されたされたされたされた地域住民生活等緊急支地域住民生活等緊急支地域住民生活等緊急支地域住民生活等緊急支

援交付金援交付金援交付金援交付金をををを活用活用活用活用しししし、、、、「「「「地産池消地産池消地産池消地産池消・・・・買買買買いいいい物物物物はははは地元地元地元地元でででで」」」」をキャッチフレーズにしたプレミアムをキャッチフレーズにしたプレミアムをキャッチフレーズにしたプレミアムをキャッチフレーズにしたプレミアム商商商商

品券品券品券品券のののの発行発行発行発行事業事業事業事業をををを行行行行いいいい、、、、消費購買消費購買消費購買消費購買のののの町外流出防止町外流出防止町外流出防止町外流出防止やややや地元消費地元消費地元消費地元消費のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。まままま

たたたた、、、、クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船のののの寄港寄港寄港寄港によるによるによるによる商業活性化商業活性化商業活性化商業活性化をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、平土野地区平土野地区平土野地区平土野地区のののの景観整備景観整備景観整備景観整備にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組

んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

観光業観光業観光業観光業にににについてついてついてついてはははは、、、、世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録をををを見据見据見据見据ええええ、、、、人人人人とととと自然自然自然自然がががが共生共生共生共生するするするする観光地観光地観光地観光地づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進

するためするためするためするため、、、、アマミノクロウサギアマミノクロウサギアマミノクロウサギアマミノクロウサギ観察小屋観察小屋観察小屋観察小屋をををを拠点拠点拠点拠点としとしとしとしたたたた観光観光観光観光ルートをルートをルートをルートを整備整備整備整備してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。まままま

たたたた、、、、新新新新たなたなたなたな観光資源観光資源観光資源観光資源のののの発掘発掘発掘発掘とととと整備整備整備整備によりによりによりにより、、、、多様化多様化多様化多様化するするするする観光観光観光観光ニーズにニーズにニーズにニーズに対応対応対応対応したルートしたルートしたルートしたルート形成形成形成形成とととと奄奄奄奄

美群島周遊型観光美群島周遊型観光美群島周遊型観光美群島周遊型観光をををを推進推進推進推進しししし、、、、観光観光観光観光ＰＲＰＲＰＲＰＲやややや情報発信情報発信情報発信情報発信をををを強化強化強化強化ししししてまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。    

        

トライアスロントライアスロントライアスロントライアスロンＩＮＩＮＩＮＩＮ徳之島大会徳之島大会徳之島大会徳之島大会はははは、「、「、「、「鉄人達鉄人達鉄人達鉄人達のののの島島島島２８２８２８２８回大会回大会回大会回大会」」」」とととと「「「「鉄人鉄人鉄人鉄人２８２８２８２８号号号号」」」」とのとのとのとの記念記念記念記念

コラボでコラボでコラボでコラボで実施実施実施実施しししし、、、、夢夢夢夢とととと感動感動感動感動をををを与与与与ええええるるるる「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ愛愛愛愛ランドランドランドランド徳之島徳之島徳之島徳之島」」」」をををを広広広広くくくく発信発信発信発信してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

本町本町本町本町のののの特色特色特色特色をををを活活活活かしたスポーツかしたスポーツかしたスポーツかしたスポーツ合宿誘致合宿誘致合宿誘致合宿誘致はははは積極的積極的積極的積極的かつかつかつかつ継続的継続的継続的継続的にににに行行行行いいいい、、、、入込客入込客入込客入込客６６６６万人万人万人万人をををを目標目標目標目標にににに

交流人口交流人口交流人口交流人口のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図りりりり、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化にににに繋繋繋繋げてげてげてげてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

        

空港利用促進空港利用促進空港利用促進空港利用促進にににについてついてついてついてはははは、、、、徳之島空港利用促進協議会徳之島空港利用促進協議会徳之島空港利用促進協議会徳之島空港利用促進協議会やややや各種団体各種団体各種団体各種団体とととと連携連携連携連携をををを図図図図りりりりながらながらながらながら、、、、    

都市圏都市圏都市圏都市圏直行便直行便直行便直行便ややややチャーターチャーターチャーターチャーター便便便便のののの誘致誘致誘致誘致、、、、ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ効果効果効果効果のののの徳之島徳之島徳之島徳之島へのへのへのへの波及波及波及波及などなどなどなどについてについてについてについて、、、、国国国国・・・・県県県県・・・・

航空会社等航空会社等航空会社等航空会社等へのへのへのへの積極的積極的積極的積極的かつかつかつかつ継続的継続的継続的継続的なななな陳情活動陳情活動陳情活動陳情活動をををを行行行行いいいい、、、、航空路線航空路線航空路線航空路線のののの利便性利便性利便性利便性とととと他地域他地域他地域他地域とのとのとのとの格差是格差是格差是格差是

正正正正並並並並びにびにびにびに徳之島徳之島徳之島徳之島のののの観光振興及観光振興及観光振興及観光振興及びびびび経済発展経済発展経済発展経済発展にににに繋繋繋繋げてげてげてげてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度にににに、、、、第第第第７５７５７５７５回国民体育大会回国民体育大会回国民体育大会回国民体育大会がががが鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県でででで開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。本町本町本町本町においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、本本本本

県離島初県離島初県離島初県離島初のののの競技開催競技開催競技開催競技開催としてとしてとしてとして、、、、トライアスロントライアスロントライアスロントライアスロン競技競技競技競技がががが行行行行われることがわれることがわれることがわれることが決定決定決定決定しましたしましたしましたしました。。。。    

平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度はははは天城町準備委員会天城町準備委員会天城町準備委員会天城町準備委員会をををを設立設立設立設立しししし、、、、鹿児島県国体準備委員会鹿児島県国体準備委員会鹿児島県国体準備委員会鹿児島県国体準備委員会やややや鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県トライアストライアストライアストライアス

ロンロンロンロン協会協会協会協会とととと連携連携連携連携をををを図図図図りりりり、、、、鹿児島国体天城町会場鹿児島国体天城町会場鹿児島国体天城町会場鹿児島国体天城町会場をををを町民一体町民一体町民一体町民一体となってとなってとなってとなって盛盛盛盛りりりり上上上上げていきたいとげていきたいとげていきたいとげていきたいと考考考考

えていますえていますえていますえています。。。。    

そのためにそのためにそのためにそのために、、、、地元審判員地元審判員地元審判員地元審判員のののの養成養成養成養成やややや景観整備景観整備景観整備景観整備・・・・受受受受けけけけ入入入入れれれれ態勢態勢態勢態勢のののの充実充実充実充実にににに努努努努めめめめててててままままいりまいりまいりまいりますすすす。。。。    
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３３３３．．．．安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なまちづくりになまちづくりになまちづくりになまちづくりに向向向向けたけたけたけた生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備    

生活環境生活環境生活環境生活環境のののの整備整備整備整備にににについてついてついてついてはははは、、、、防災拠点施設防災拠点施設防災拠点施設防災拠点施設をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした道路計画調査道路計画調査道路計画調査道路計画調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、阿布木名阿布木名阿布木名阿布木名

線線線線のののの供用開始供用開始供用開始供用開始にににに伴伴伴伴うううう県道県道県道県道のののの未改良部分未改良部分未改良部分未改良部分のののの早期事業採択早期事業採択早期事業採択早期事業採択にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。またまたまたまた、、、、

新規事業新規事業新規事業新規事業としてとしてとしてとして、、、、橋梁長寿命化計画橋梁長寿命化計画橋梁長寿命化計画橋梁長寿命化計画にににに沿沿沿沿ったったったった補修事業等補修事業等補修事業等補修事業等をををを実施実施実施実施してしてしてしてまいまいまいまいりますりますりますります。。。。    

    

公営住宅建設事業公営住宅建設事業公営住宅建設事業公営住宅建設事業にににについてついてついてついてはははは、、、、平土野名須平土野名須平土野名須平土野名須ＡＡＡＡ住宅跡地住宅跡地住宅跡地住宅跡地にににに新新新新たにたにたにたに公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅をををを建設建設建設建設致致致致ししししますますますます。。。。    

新規事業新規事業新規事業新規事業としてとしてとしてとして、、、、空空空空きききき家家家家のののの利活用利活用利活用利活用をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした空空空空きききき家再生等推進事業家再生等推進事業家再生等推進事業家再生等推進事業をををを実施実施実施実施してしてしてしてまいまいまいまいりまりまりまりま

すすすす。。。。    

    

公園整備事業公園整備事業公園整備事業公園整備事業にににについてついてついてついてはははは、、、、総合運動公園再整備事業総合運動公園再整備事業総合運動公園再整備事業総合運動公園再整備事業をををを継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施してしてしてしてまいまいまいまいりますりますりますります。。。。    

    

平土野港平土野港平土野港平土野港、、、、徳之島空港徳之島空港徳之島空港徳之島空港にににについてついてついてついてはははは、、、、県県県県とととと連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら整備推進等整備推進等整備推進等整備推進等をををを継続的継続的継続的継続的にににに進進進進めてめてめてめてまままま

いいいいりますりますりますります。。。。    

    

簡易水道簡易水道簡易水道簡易水道にににについてついてついてついてはははは、、、、町民町民町民町民のののの皆様方皆様方皆様方皆様方にににに安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな水水水水をををを供給供給供給供給するためするためするためするため、、、、    水道施設水道施設水道施設水道施設のののの整備整備整備整備

点検及点検及点検及点検及びびびび維持管理維持管理維持管理維持管理をををを徹底徹底徹底徹底しししし、、、、町内全域町内全域町内全域町内全域のののの安定的安定的安定的安定的なななな水水水水のののの供給供給供給供給をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。またまたまたまた、、、、今年今年今年今年

度度度度よりよりよりより与名間簡易水道事業与名間簡易水道事業与名間簡易水道事業与名間簡易水道事業をををを実施実施実施実施しししし、、、、渇水期渇水期渇水期渇水期のののの水不足水不足水不足水不足のののの改善改善改善改善にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

浄化槽浄化槽浄化槽浄化槽のののの設置事業設置事業設置事業設置事業についてはについてはについてはについては、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境・・・・公衆衛生公衆衛生公衆衛生公衆衛生のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、平成平成平成平成１１１１１１１１年度年度年度年度からからからから

平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度までにまでにまでにまでに、、、、７２６７２６７２６７２６基基基基のののの合併浄化槽設置補助合併浄化槽設置補助合併浄化槽設置補助合併浄化槽設置補助をををを行行行行ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。引引引引きききき続続続続きききき町単町単町単町単

独補助独補助独補助独補助によりによりによりにより新築以外新築以外新築以外新築以外のののの設置設置設置設置にににに対対対対してしてしてして、、、、国国国国のののの補助補助補助補助に１に１に１に１基基基基あたり１０あたり１０あたり１０あたり１０万円万円万円万円をををを上乗上乗上乗上乗せしせしせしせし、、、、普及推普及推普及推普及推

進進進進にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

平成平成平成平成１４１４１４１４年度年度年度年度にににに、、、、徳之島徳之島徳之島徳之島３３３３町町町町でででで設立設立設立設立したしたしたした徳之島愛徳之島愛徳之島愛徳之島愛ランドクリーンセンターもランドクリーンセンターもランドクリーンセンターもランドクリーンセンターも１３１３１３１３年年年年がががが経過経過経過経過

しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、機械機械機械機械のののの老朽化老朽化老朽化老朽化、、、、さらにゴミのさらにゴミのさらにゴミのさらにゴミの分別分別分別分別のののの不徹底等不徹底等不徹底等不徹底等によりによりによりにより修繕費修繕費修繕費修繕費のののの負担金負担金負担金負担金がががが増増増増えていえていえていえてい

るるるる現状現状現状現状でありますでありますでありますであります。。。。同同同同センターにおいてはセンターにおいてはセンターにおいてはセンターにおいては、、、、前年度作成前年度作成前年度作成前年度作成したパンフレットしたパンフレットしたパンフレットしたパンフレット等等等等をををを活用活用活用活用しししし、、、、あらあらあらあら

ためてゴミにためてゴミにためてゴミにためてゴミに対対対対するするするする意識高揚意識高揚意識高揚意識高揚をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。本町本町本町本町においてにおいてにおいてにおいてもももも昨年昨年昨年昨年にににに続続続続きききき、、、、ゴミゴミゴミゴミ出出出出しカしカしカしカ

レンダーをレンダーをレンダーをレンダーを作成作成作成作成しししし、、、、ゴミゴミゴミゴミ出出出出しししし日日日日、、、、ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋、、、、分別分別分別分別のののの徹底徹底徹底徹底をををを強化強化強化強化してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

消費者行政消費者行政消費者行政消費者行政についてはについてはについてはについては、、、、専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員によるによるによるによる消費者相談消費者相談消費者相談消費者相談をををを継続継続継続継続するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、消費者消費者消費者消費者トラブトラブトラブトラブ

ルのルのルのルの被害被害被害被害をををを未然未然未然未然にににに防防防防ぐためぐためぐためぐため、、、、広報等広報等広報等広報等によるによるによるによる啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いいいい、、、、町民町民町民町民がががが安心安心安心安心なななな消費生活消費生活消費生活消費生活をををを送送送送れるようれるようれるようれるよう

取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

地域防災地域防災地域防災地域防災についてはについてはについてはについては、、、、近年大型化近年大型化近年大型化近年大型化するするするする台風台風台風台風のののの脅威脅威脅威脅威やややや大規模地震大規模地震大規模地震大規模地震・・・・津波等津波等津波等津波等からからからから、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの

生命生命生命生命・・・・身体及身体及身体及身体及びびびび財産等財産等財産等財産等をよりをよりをよりをより一層保護一層保護一層保護一層保護するためするためするためするため、、、、天城町地域防災計画天城町地域防災計画天城町地域防災計画天城町地域防災計画をををを基基基基にににに、、、、本町本町本町本町のののの防災対防災対防災対防災対

策策策策のののの強化強化強化強化をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    
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４４４４．．．．社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉のののの充実充実充実充実したしたしたしたまちまちまちまちづくりづくりづくりづくり    

これまでこれまでこれまでこれまで徳之島徳之島徳之島徳之島においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科やややや小児科小児科小児科小児科などのなどのなどのなどの専門医専門医専門医専門医のののの不足不足不足不足がががが課題課題課題課題となっていましとなっていましとなっていましとなっていまし

たがたがたがたが、、、、３３３３町及町及町及町及びびびび関係機関関係機関関係機関関係機関のののの努力努力努力努力によりによりによりにより、、、、２６２６２６２６年度年度年度年度からからからから島内島内島内島内でででで２２２２名名名名のののの産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師がががが、、、、常勤常勤常勤常勤でででで

診療診療診療診療するするするする体制体制体制体制がががが整整整整いましたいましたいましたいました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、本年中本年中本年中本年中にににに完成完成完成完成するするするする天城町医療天城町医療天城町医療天城町医療センターセンターセンターセンターにはにはにはには小児科医師小児科医師小児科医師小児科医師

がががが常勤常勤常勤常勤でででで診療診療診療診療することとなりすることとなりすることとなりすることとなり、、、、今後今後今後今後、、、、産前産前産前産前・・・・産後産後産後産後からからからから子育子育子育子育ててててまでまでまでまで切切切切れれれれ目目目目なくなくなくなく支援支援支援支援していけるしていけるしていけるしていける

体制体制体制体制づくりづくりづくりづくりがががが可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

またまたまたまた、、、、徳之島徳之島徳之島徳之島はははは合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率がががが全国全国全国全国のののの中中中中でもでもでもでも高高高高くくくく、、、、「「「「長寿長寿長寿長寿・・・・子宝子宝子宝子宝のののの島島島島」」」」とととと言言言言われておりわれておりわれておりわれており

ますがますがますがますが、、、、近年近年近年近年、、、、生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病のののの重症化重症化重症化重症化によるによるによるによる早世早世早世早世がががが問題問題問題問題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児からからからから高齢者高齢者高齢者高齢者

まであらゆるまであらゆるまであらゆるまであらゆる年代年代年代年代のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診、、、、特定健診特定健診特定健診特定健診、、、、特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導、、、、長長長長

寿健診寿健診寿健診寿健診、、、、がんがんがんがん健診健診健診健診などのなどのなどのなどの各種検診各種検診各種検診各種検診のののの受診率向上受診率向上受診率向上受診率向上をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

並並並並びにびにびにびに、、、、町民町民町民町民のののの皆様皆様皆様皆様のののの自主的自主的自主的自主的なななな健康増進及健康増進及健康増進及健康増進及びびびび疾病予防疾病予防疾病予防疾病予防のののの実践実践実践実践をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣

病病病病のののの発生発生発生発生とととと重症化重症化重症化重症化のののの予防予防予防予防にににに重点重点重点重点をおいたをおいたをおいたをおいた「「「「健康健康健康健康あまぎ２１あまぎ２１あまぎ２１あまぎ２１」」」」をををを見直見直見直見直しししし、、、、国保加入者国保加入者国保加入者国保加入者のののの健康健康健康健康のののの

保持増進保持増進保持増進保持増進とととと国保医療費国保医療費国保医療費国保医療費のののの適正化適正化適正化適正化をををを図図図図りりりり、、、、国保財政国保財政国保財政国保財政のののの健全化健全化健全化健全化にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。併併併併せてせてせてせて、、、、

後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者のののの保健事業保健事業保健事業保健事業をををを充実充実充実充実させさせさせさせ、、、、生活生活生活生活のののの質質質質のののの確保確保確保確保やややや重症化予防重症化予防重症化予防重症化予防にににに努努努努めめめめててててままままいりまいりまいりまいりますすすす。。。。    

    

児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉にににについてついてついてついてはははは、、、、子子子子どもどもどもども子育子育子育子育てててて支援法支援法支援法支援法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、「「「「天城町子天城町子天城町子天城町子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業計支援事業計支援事業計支援事業計

画画画画」」」」をををを策定策定策定策定しししし、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、職員職員職員職員とととと保護者保護者保護者保護者がががが連携連携連携連携してしてしてして健康健康健康健康でででで健健健健やかなやかなやかなやかな子供子供子供子供づくりにづくりにづくりにづくりに資資資資するためするためするためするため、、、、子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする研研研研

修会修会修会修会のののの実施実施実施実施やややや施設等施設等施設等施設等のののの整備整備整備整備をををを行行行行ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。引引引引きききき続続続続きききき、、、、子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯のののの経済的負担軽減経済的負担軽減経済的負担軽減経済的負担軽減のののの

ためためためため、、、、保育所保育所保育所保育所・・・・幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児のののの保護者保護者保護者保護者をををを対象対象対象対象にににに、、、、少子化対策児童養育助成金事業少子化対策児童養育助成金事業少子化対策児童養育助成金事業少子化対策児童養育助成金事業もももも実施実施実施実施してまいしてまいしてまいしてまい

りますりますりますります。。。。    

    

障障障障がいがいがいがい福祉福祉福祉福祉にににについてついてついてついてはははは、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度にににに三町三町三町三町でででで立立立立ちちちち上上上上げたげたげたげた徳之島地区自立支援協議会徳之島地区自立支援協議会徳之島地区自立支援協議会徳之島地区自立支援協議会のののの充充充充

実実実実・・・・強化強化強化強化にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

臓器移植手術等臓器移植手術等臓器移植手術等臓器移植手術等のののの旅費助成旅費助成旅費助成旅費助成につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、これまでこれまでこれまでこれまで腎臓移植腎臓移植腎臓移植腎臓移植をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして助成助成助成助成をををを行行行行ってってってって

おりおりおりおりましたがましたがましたがましたが、、、、今後今後今後今後はははは心臓移植心臓移植心臓移植心臓移植やややや、、、、肺肺肺肺、、、、肝臓肝臓肝臓肝臓、、、、膵臓移植膵臓移植膵臓移植膵臓移植についてもについてもについてもについても助成助成助成助成のののの対象対象対象対象とすることにとすることにとすることにとすることに

よりよりよりより、、、、手術手術手術手術をををを受受受受けるけるけるける方方方方やややや臓器臓器臓器臓器のののの提供者及提供者及提供者及提供者及びそのびそのびそのびその介助者介助者介助者介助者のののの経済的負担経済的負担経済的負担経済的負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図りりりり、、、、安心安心安心安心したしたしたした

日常生活日常生活日常生活日常生活がががが送送送送れるようれるようれるようれるよう支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、介護給付介護給付介護給付介護給付やややや訓練等給付訓練等給付訓練等給付訓練等給付サービスによりサービスによりサービスによりサービスにより自立自立自立自立へのへのへのへの支援支援支援支援をををを推進推進推進推進するほかするほかするほかするほか、、、、精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者にににに適適適適

切切切切なななな受療受療受療受療のののの機会機会機会機会をををを提供提供提供提供しししし、、、、継続的継続的継続的継続的なななな支援支援支援支援をををを行行行行っていくためっていくためっていくためっていくため、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連携連携連携連携をををを図図図図りりりりながらながらながらながら社社社社

会参加会参加会参加会参加しやすいしやすいしやすいしやすい環境整備環境整備環境整備環境整備にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉にににについてついてついてついてはははは、、、、敬老敬老敬老敬老バスバスバスバス乗車無料乗車無料乗車無料乗車無料券券券券、、、、在宅介護人手当支給在宅介護人手当支給在宅介護人手当支給在宅介護人手当支給やややや配食配食配食配食サービスサービスサービスサービス、、、、肺炎肺炎肺炎肺炎

球菌予防接種助成球菌予防接種助成球菌予防接種助成球菌予防接種助成などなどなどなどをををを引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施ししししてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。またまたまたまた、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの自主的自主的自主的自主的なななな活動活動活動活動をををを促進促進促進促進

しししし、、、、地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの大切大切大切大切なななな担担担担いいいい手手手手としてとしてとしてとして、、、、活動活動活動活動していただけるようにしていただけるようにしていただけるようにしていただけるように老人老人老人老人クラブへのクラブへのクラブへのクラブへの助成助成助成助成をををを行行行行
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いますいますいますいます。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者などなどなどなど要援護者要援護者要援護者要援護者をををを地域地域地域地域でででで支支支支ええええ、、、、安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすことができるようらすことができるようらすことができるようらすことができるよう、、、、見見見見

守守守守りりりり隊隊隊隊のののの組織組織組織組織をををを充実充実充実充実させさせさせさせ、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな町町町町づくりづくりづくりづくりにににに努努努努めてめてめてめてまいまいまいまいりますりますりますります。。。。    

        

在宅医療推進事業在宅医療推進事業在宅医療推進事業在宅医療推進事業についてについてについてについてはははは、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者がががが在宅在宅在宅在宅でよりでよりでよりでより質質質質のののの高高高高いいいい医療医療医療医療・ケアを・ケアを・ケアを・ケアを受受受受けけけけ、、、、最期最期最期最期までまでまでまで

自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく尊厳尊厳尊厳尊厳あるあるあるある生活生活生活生活がががが送送送送れるようれるようれるようれるよう、、、、医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護にににに関関関関わるわるわるわる全全全全てのてのてのての在宅医療関係者在宅医療関係者在宅医療関係者在宅医療関係者のののの連携連携連携連携をををを

強化強化強化強化しししし、、、、チームケアチームケアチームケアチームケア体制体制体制体制をををを構築構築構築構築することすることすることすることがががが必要必要必要必要となってとなってとなってとなっていますいますいますいます。。。。    

今後今後今後今後、、、、在宅医療関係機関在宅医療関係機関在宅医療関係機関在宅医療関係機関にににに対対対対してしてしてして、、、、チームケアのチームケアのチームケアのチームケアの質向上質向上質向上質向上のためのためのためのため研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

地域住民地域住民地域住民地域住民へのへのへのへの在宅在宅在宅在宅ケアにケアにケアにケアに対対対対するするするする普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発、、、、講演会等講演会等講演会等講演会等をををを開催開催開催開催ししししてまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。    

    

介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業にににについてついてついてついてはははは、、、、施策施策施策施策がががが予防活動予防活動予防活動予防活動へとシフトしていくへとシフトしていくへとシフトしていくへとシフトしていく中中中中、、、、元気元気元気元気なななな高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、すなわすなわすなわすなわ

ちちちち健康寿命健康寿命健康寿命健康寿命をををを延延延延ばすことがばすことがばすことがばすことが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターをセンターをセンターをセンターを中心中心中心中心にににに介介介介

護予防護予防護予防護予防としてとしてとしてとして、、、、引引引引きききき続続続続きききき「「「「ユイユイサロンユイユイサロンユイユイサロンユイユイサロン」」」」をををを町内町内町内町内のののの各集落各集落各集落各集落でででで開催開催開催開催するなどするなどするなどするなど、、、、地域支援事業地域支援事業地域支援事業地域支援事業

のののの推進推進推進推進をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行いいいい、、、、介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業のののの適正適正適正適正なななな運営運営運営運営にににに努努努努めてめてめてめてまいまいまいまいりますりますりますります。。。。    

    

自殺予防自殺予防自殺予防自殺予防についてはについてはについてはについては、「、「、「、「地域自殺対策緊急強化事業補助金地域自殺対策緊急強化事業補助金地域自殺対策緊急強化事業補助金地域自殺対策緊急強化事業補助金」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした「「「「心心心心のののの健康講座健康講座健康講座健康講座」」」」

のののの開催開催開催開催やややや、、、、臨床心理士臨床心理士臨床心理士臨床心理士によるによるによるによる個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会のののの実施実施実施実施、、、、精神面精神面精神面精神面でのサポートでのサポートでのサポートでのサポート人材人材人材人材のののの育成育成育成育成・・・・周知啓発周知啓発周知啓発周知啓発

などになどになどになどに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

５５５５．．．．総合防災拠点施設総合防災拠点施設総合防災拠点施設総合防災拠点施設のののの建設建設建設建設推進推進推進推進    

天城町総合防災拠点施設整備事業天城町総合防災拠点施設整備事業天城町総合防災拠点施設整備事業天城町総合防災拠点施設整備事業でででで計画計画計画計画してきましたしてきましたしてきましたしてきました、、、、天城町防災天城町防災天城町防災天城町防災センター・センター・センター・センター・医療医療医療医療センタセンタセンタセンタ

ー・ー・ー・ー・保健保健保健保健センターにセンターにセンターにセンターについてついてついてついてはははは、、、、本年度中本年度中本年度中本年度中にににに建物建物建物建物のののの建設建設建設建設をすべてをすべてをすべてをすべて終了終了終了終了するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。医療医療医療医療センセンセンセン

ターはターはターはターは、、、、建築建築建築建築がががが完了完了完了完了後後後後にににに診療所診療所診療所診療所をををを開業開業開業開業するするするする予定予定予定予定となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度にににに、、、、

現在現在現在現在のののの中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館のののの解体撤去工事解体撤去工事解体撤去工事解体撤去工事とととと駐車場等駐車場等駐車場等駐車場等のののの外構工事外構工事外構工事外構工事をををを行行行行いいいい、、、、本事業本事業本事業本事業のののの完了完了完了完了となるとなるとなるとなる見込見込見込見込みみみみ

ですですですです。。。。    

    

６６６６．．．．豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ教育教育教育教育のののの推進推進推進推進とととと生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの町町町町づくりづくりづくりづくり    

教育教育教育教育のののの充実充実充実充実にににについてついてついてついてはははは、『、『、『、『天城天城天城天城』』』』のよさをのよさをのよさをのよさを生生生生かしたかしたかしたかした活力活力活力活力あるあるあるある教育教育教育教育のののの推進推進推進推進をををを基本目標基本目標基本目標基本目標にににに、、、、「「「「天天天天

城城城城のののの良良良良きききき伝統伝統伝統伝統やややや教育風土教育風土教育風土教育風土をををを生生生生かしたかしたかしたかした教育文化振興教育文化振興教育文化振興教育文化振興のののの町町町町・・・・生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの町町町町づくりづくりづくりづくり」」」」をををを基本方針基本方針基本方針基本方針とととと

してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでまいりんでまいりんでまいりんでまいりますますますます。。。。    

    

学校教育学校教育学校教育学校教育についてはについてはについてはについては、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの生生生生きるきるきるきる力力力力をををを支支支支えるえるえるえる確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心、、、、調和調和調和調和のとれたのとれたのとれたのとれた

健健健健やかなやかなやかなやかな体体体体のののの育成育成育成育成にににに努努努努めめめめ、、、、本年度本年度本年度本年度からからからから第第第第２２２２土曜土曜土曜土曜日日日日にににに授業授業授業授業をををを実施実施実施実施ししししてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、教職員教職員教職員教職員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上をををを図図図図ることはもちろんのことることはもちろんのことることはもちろんのことることはもちろんのこと、、、、心心心心のののの教育相談員教育相談員教育相談員教育相談員やスクールソーシャやスクールソーシャやスクールソーシャやスクールソーシャ
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ルワーカーをルワーカーをルワーカーをルワーカーを活用活用活用活用したしたしたした学校支援学校支援学校支援学校支援のののの充実充実充実充実、、、、ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴをををを活用活用活用活用したしたしたした外国語活動外国語活動外国語活動外国語活動やややや英語教育英語教育英語教育英語教育のののの充実充実充実充実にににに努努努努

めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、健康健康健康健康でででで心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな教育教育教育教育のののの充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため、、、、児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの体験活動体験活動体験活動体験活動やややや

教育相談教育相談教育相談教育相談のののの重視重視重視重視、、、、規範意識規範意識規範意識規範意識のののの向上向上向上向上、、、、世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録にににに向向向向けたけたけたけた環境教育等環境教育等環境教育等環境教育等をををを推進推進推進推進してまいりしてまいりしてまいりしてまいり

ますますますます。。。。    

    

学校施設整備事業学校施設整備事業学校施設整備事業学校施設整備事業についてはについてはについてはについては、、、、兼久小学校兼久小学校兼久小学校兼久小学校のののの建建建建てててて替替替替ええええ計画計画計画計画にににに向向向向けたけたけたけた地質調査地質調査地質調査地質調査やややや基本設計基本設計基本設計基本設計をををを

実施実施実施実施しししし、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育環境環境環境環境のののの充実充実充実充実にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

社会教育社会教育社会教育社会教育のののの充実充実充実充実にににについてついてついてついてはははは、、、、中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館・・・・図書館図書館図書館図書館・ユイの・ユイの・ユイの・ユイの館館館館・・・・Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇ海洋海洋海洋海洋センターをセンターをセンターをセンターを活用活用活用活用

したしたしたした「「「「いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、どこでもどこでもどこでもどこでも、、、、だれでもだれでもだれでもだれでも」」」」学学学学ぶことがぶことがぶことがぶことが出来出来出来出来るるるる生涯学習環境生涯学習環境生涯学習環境生涯学習環境づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

今年度今年度今年度今年度のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、第第第第３０３０３０３０回国民文化祭回国民文化祭回国民文化祭回国民文化祭がががが鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県でででで開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。本町本町本町本町においてはにおいてはにおいてはにおいては「「「「方方方方

言言言言フェスタフェスタフェスタフェスタ inininin とくのしまとくのしまとくのしまとくのしま」」」」とととというテーマのもというテーマのもというテーマのもというテーマのもと、、、、地域地域地域地域のののの宝宝宝宝であるであるであるである方言方言方言方言のののの魅力魅力魅力魅力をををを、、、、島唄島唄島唄島唄・・・・落落落落

語語語語・・・・島口島口島口島口ミュージカルでミュージカルでミュージカルでミュージカルで伝伝伝伝ええええてまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。特特特特にににに初挑戦初挑戦初挑戦初挑戦となるとなるとなるとなる島口島口島口島口ミュージカルはミュージカルはミュージカルはミュージカルは、、、、中学生中学生中学生中学生・・・・

高校生高校生高校生高校生・・・・青年団青年団青年団青年団がががが一緒一緒一緒一緒になってになってになってになって作作作作りりりり上上上上げてげてげてげていくいくいくいく取取取取りりりり組組組組みとなっておりますみとなっておりますみとなっておりますみとなっております。。。。    

このこのこのこの島口島口島口島口ミュージカルはミュージカルはミュージカルはミュージカルは、、、、子子子子どもどもどもども・・・・若者若者若者若者のののの人材育成人材育成人材育成人材育成、、、、またまたまたまた、、、、地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化にににに繋繋繋繋げげげげていくためていくためていくためていくため、、、、

国民文化祭後国民文化祭後国民文化祭後国民文化祭後もももも継続継続継続継続してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

公民館事業公民館事業公民館事業公民館事業についてはについてはについてはについては、、、、町民町民町民町民のニーズにのニーズにのニーズにのニーズに応応応応えるようえるようえるようえるよう学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供とととと拡充拡充拡充拡充にににに努努努努めめめめ、、、、各種講各種講各種講各種講

座座座座のののの内容内容内容内容のののの充実充実充実充実をををを図図図図りりりり、、、、地域地域地域地域にににに根根根根ざしたざしたざしたざした公民館活動公民館活動公民館活動公民館活動をををを推進推進推進推進するとするとするとすると共共共共にににに、、、、防災防災防災防災センターセンターセンターセンター建設建設建設建設にににに

伴伴伴伴うううう諸準備諸準備諸準備諸準備をををを進進進進めてめてめてめてまいまいまいまいりますりますりますります。。。。    

    

図書館事業図書館事業図書館事業図書館事業についてはについてはについてはについては、、、、利用状況利用状況利用状況利用状況のののの分析分析分析分析をををを行行行行いながらいながらいながらいながら図書図書図書図書のののの充実充実充実充実をををを図図図図るとるとるとると共共共共にににに、、、、移動図書移動図書移動図書移動図書

館館館館ステーションのステーションのステーションのステーションの見直見直見直見直しをしをしをしを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。またまたまたまた、、、、各読書各読書各読書各読書グループグループグループグループやややや家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける

読書活動読書活動読書活動読書活動をををを推進推進推進推進ししししてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

        

ユイのユイのユイのユイの館事業館事業館事業館事業についてはについてはについてはについては、、、、資料資料資料資料のののの充実充実充実充実やややや情報発信情報発信情報発信情報発信にににに努努努努めめめめ、、、、文化文化文化文化のののの薫薫薫薫りりりり高高高高いまちづくりにいまちづくりにいまちづくりにいまちづくりに努努努努

めてめてめてめてまいまいまいまいりますりますりますります。。。。    

    

天城町天城町天城町天城町Ｂ＆ＧＢ＆ＧＢ＆ＧＢ＆Ｇ海洋海洋海洋海洋センターセンターセンターセンター事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、プールのプールのプールのプールのリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープン後後後後にににに、、、、水泳教水泳教水泳教水泳教

室室室室等等等等のののの実施実施実施実施やキッズトライアスロンやキッズトライアスロンやキッズトライアスロンやキッズトライアスロン大会大会大会大会のスイムのスイムのスイムのスイム会場会場会場会場としてとしてとしてとして、、、、機能機能機能機能のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってってってってまいまいまいまいりまりまりまりま

すすすす。。。。    

    

生涯生涯生涯生涯スポーツについてはスポーツについてはスポーツについてはスポーツについては、、、、町民体育祭町民体育祭町民体育祭町民体育祭・クロスカントリー・クロスカントリー・クロスカントリー・クロスカントリー大会大会大会大会・グラウンドゴルフ・グラウンドゴルフ・グラウンドゴルフ・グラウンドゴルフ大会大会大会大会なななな

どどどど社会体育社会体育社会体育社会体育のののの充実充実充実充実にににに努努努努めめめめてまいりてまいりてまいりてまいりますますますます。。。。またまたまたまた、、、、体育協会体育協会体育協会体育協会とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図りりりり、、、、スポーツをスポーツをスポーツをスポーツを通通通通したしたしたした
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健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、総合運動公園総合運動公園総合運動公園総合運動公園ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、現在現在現在現在、、、、陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技

場場場場をををを全天候型全天候型全天候型全天候型グラウンドとしてグラウンドとしてグラウンドとしてグラウンドとして改修工事改修工事改修工事改修工事をををを進進進進めておりますのでめておりますのでめておりますのでめておりますので、、、、完成後完成後完成後完成後はははは関係団体関係団体関係団体関係団体とととと連携連携連携連携しししし、、、、

更更更更なるなるなるなる利用促進利用促進利用促進利用促進にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

文化事業文化事業文化事業文化事業のののの充実及充実及充実及充実及びびびび文化財文化財文化財文化財のののの保護保護保護保護についてはについてはについてはについては、、、、今年度今年度今年度今年度もももも継続継続継続継続してしてしてして文化庁文化庁文化庁文化庁のののの補助事業補助事業補助事業補助事業をををを活用活用活用活用

したしたしたした「「「「国宝重要文化財等保存整備事業国宝重要文化財等保存整備事業国宝重要文化財等保存整備事業国宝重要文化財等保存整備事業」」」」としてとしてとしてとして、、、、塔原遺跡塔原遺跡塔原遺跡塔原遺跡やややや線刻画調査線刻画調査線刻画調査線刻画調査のののの報告書作成報告書作成報告書作成報告書作成をををを行行行行っっっっ

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。    

    

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習のののの推進推進推進推進につにつにつについいいいてはてはてはては、、、、引引引引きききき続続続続きききき鹿児島大学生涯学習教育研究鹿児島大学生涯学習教育研究鹿児島大学生涯学習教育研究鹿児島大学生涯学習教育研究センターとセンターとセンターとセンターと連携連携連携連携してしてしてして、、、、

生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習にににに関関関関わるわるわるわる行事行事行事行事のののの精選精選精選精選やややや、、、、各種組織各種組織各種組織各種組織のののの在在在在りりりり方方方方についてについてについてについて協議協議協議協議をををを行行行行いいいい、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度からからからから

各種事業各種事業各種事業各種事業がががが円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施できるようできるようできるようできるよう取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

７７７７．．．．世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録にににに向向向向けけけけたたたた取取取取りりりり組組組組みみみみ    

    「「「「奄美奄美奄美奄美・・・・琉球琉球琉球琉球」」」」のののの世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録にににについてついてついてついてはははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年夏年夏年夏年夏のののの登録登録登録登録をををを目標目標目標目標としとしとしとし、、、、環境省環境省環境省環境省

のののの徳之島自然保護官事務所徳之島自然保護官事務所徳之島自然保護官事務所徳之島自然保護官事務所とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、希少野生希少野生希少野生希少野生動植物動植物動植物動植物のののの保護区域保護区域保護区域保護区域のののの設置設置設置設置やややや国立公園国立公園国立公園国立公園のののの指定指定指定指定

にににに向向向向けたけたけたけた事務事務事務事務をををを遂行遂行遂行遂行しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    本本本本町町町町においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、自然保護専門員自然保護専門員自然保護専門員自然保護専門員をををを配置配置配置配置しししし、、、、登録推進登録推進登録推進登録推進におけるにおけるにおけるにおける啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを行行行行っておりっておりっておりっておりますますますます

がががが、、、、今後今後今後今後はははは登録後登録後登録後登録後のののの体制体制体制体制づくりにむけてづくりにむけてづくりにむけてづくりにむけて、、、、入込客入込客入込客入込客のののの増加増加増加増加にににに対対対対するするするする受受受受けけけけ入入入入れれれれ態勢態勢態勢態勢のののの整備整備整備整備などなどなどなどにににに

ついてついてついてついて、、、、独自独自独自独自のののの施策施策施策施策をををを推進推進推進推進しながらしながらしながらしながら広域事務組合広域事務組合広域事務組合広域事務組合とととと連携連携連携連携しししし取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

さらにさらにさらにさらに、、、、アマミノクロウサギアマミノクロウサギアマミノクロウサギアマミノクロウサギをはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする希少動物希少動物希少動物希少動物がノネコがノネコがノネコがノネコ等等等等にににに捕食捕食捕食捕食されされされされ、、、、激減激減激減激減していしていしていしてい

るるるる状況状況状況状況をををを改善改善改善改善するためするためするためするため、、、、前年度前年度前年度前年度にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人どうぶつどうぶつどうぶつどうぶつ基金基金基金基金によるネコのによるネコのによるネコのによるネコの去勢避去勢避去勢避去勢避

妊手術妊手術妊手術妊手術をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。またまたまたまた、、、、町内町内町内町内のののの海岸全域海岸全域海岸全域海岸全域においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、大陸等大陸等大陸等大陸等からからからから多種多様多種多様多種多様多種多様なななな漂漂漂漂

流流流流・・・・漂着漂着漂着漂着ゴミがゴミがゴミがゴミが確認確認確認確認されておりますされておりますされておりますされております。。。。このこのこのこの対策対策対策対策についてはについてはについてはについては、、、、国国国国のののの海岸漂着物地域対策事業海岸漂着物地域対策事業海岸漂着物地域対策事業海岸漂着物地域対策事業をををを

活用活用活用活用しししし、、、、海岸海岸海岸海岸のののの漂着物漂着物漂着物漂着物のののの除去作業除去作業除去作業除去作業をををを行行行行いいいい、、、、景観及景観及景観及景観及びびびび環境保全環境保全環境保全環境保全にににに努努努努めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、

町内不法投棄対策町内不法投棄対策町内不法投棄対策町内不法投棄対策にもにもにもにも継続継続継続継続してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

８８８８．．．．移住移住移住移住・・・・定住定住定住定住のののの促進促進促進促進にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ    

町内町内町内町内へのへのへのへの移住移住移住移住・・・・定住定住定住定住のののの促進促進促進促進にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみとしてとしてとしてとして、、、、定住希望者定住希望者定住希望者定住希望者のののの状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた住住住住まいをまいをまいをまいを

提供提供提供提供していくためしていくためしていくためしていくため、、、、各集落各集落各集落各集落においてにおいてにおいてにおいて空空空空きききき家等家等家等家等のののの調査調査調査調査をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。さらにさらにさらにさらに調査結果調査結果調査結果調査結果

にににに基基基基づきづきづきづき、、、、若者若者若者若者やややや団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代をををを中心中心中心中心にににに移住移住移住移住・・・・定住定住定住定住にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみをををを促進促進促進促進してしてしてしてまいりまいりまいりまいりますますますます。。。。    

またまたまたまた、、、、奄奄奄奄美群島広域事務組合美群島広域事務組合美群島広域事務組合美群島広域事務組合とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながらＩＩＩＩターン・ターン・ターン・ターン・ＵＵＵＵターンターンターンターン希望者希望者希望者希望者のためののためののためののための空空空空きききき家情報家情報家情報家情報

やややや、、、、求人情報求人情報求人情報求人情報をををを発信発信発信発信するするするする体制体制体制体制づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    
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9999．．．．行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの推進推進推進推進    

    本町本町本町本町のののの財政事情財政事情財政事情財政事情はははは、、、、自主財源自主財源自主財源自主財源がががが乏乏乏乏しくしくしくしく、、、、町町町町のののの収入収入収入収入のののの大大大大きなウエイトをきなウエイトをきなウエイトをきなウエイトを占占占占めるめるめるめる地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税にににに

ついてもついてもついてもついても大大大大きなきなきなきな伸伸伸伸びはびはびはびは期待期待期待期待できないできないできないできない状況状況状況状況ですですですです。。。。このようなこのようなこのようなこのような中中中中、、、、町税町税町税町税、、、、使用料使用料使用料使用料・・・・手数料手数料手数料手数料、、、、分担分担分担分担

金金金金、、、、負担金等負担金等負担金等負担金等のののの自主財源自主財源自主財源自主財源のののの確保確保確保確保にににに向向向向けてはけてはけてはけては、、、、一層一層一層一層のののの充実強化充実強化充実強化充実強化をををを図図図図っていくっていくっていくっていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

納税者納税者納税者納税者のののの利便性方策利便性方策利便性方策利便性方策としてとしてとしてとして、、、、口座振替口座振替口座振替口座振替をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、毎月毎月毎月毎月１１１１回回回回、、、、日曜日日曜日日曜日日曜日にににに納付納付納付納付・・・・納納納納

税相談税相談税相談税相談をををを実施実施実施実施いたしますいたしますいたしますいたします。。。。町税等町税等町税等町税等をををを滞納滞納滞納滞納しているしているしているしている者者者者にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの制限措置条制限措置条制限措置条制限措置条

例例例例にににに基基基基づきづきづきづき、、、、行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの提供等提供等提供等提供等のののの取消取消取消取消し・し・し・し・停止及停止及停止及停止及びびびび申請申請申請申請のののの拒否等拒否等拒否等拒否等のののの制限措置制限措置制限措置制限措置をををを講講講講ずるこずるこずるこずるこ

とによりとによりとによりとにより、、、、納税納税納税納税のののの促促促促進及進及進及進及びびびび滞納滞納滞納滞納のののの防止防止防止防止をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

併併併併せてせてせてせて、ＡＹＴ、ＡＹＴ、ＡＹＴ、ＡＹＴ放送放送放送放送のののの停波停波停波停波・タイヤロック・・タイヤロック・・タイヤロック・・タイヤロック・差押差押差押差押えにもえにもえにもえにも積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。

またまたまたまた、、、、徴収率向上徴収率向上徴収率向上徴収率向上のためにのためにのためにのために、、、、全職員全職員全職員全職員でのでのでのでの夜間徴収夜間徴収夜間徴収夜間徴収もももも引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施してしてしてしてまいまいまいまいりますりますりますりますのでのでのでので、、、、町民町民町民町民

のののの皆様皆様皆様皆様ににににおおおおかれましてはかれましてはかれましてはかれましては、、、、税等税等税等税等のののの納期内納付納期内納付納期内納付納期内納付にごにごにごにご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りますようおりますようおりますようおりますようお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革についてはについてはについてはについては、、、、一昨年一昨年一昨年一昨年にににに策定策定策定策定しましたしましたしましたしました第第第第２２２２次天城町集中改革次天城町集中改革次天城町集中改革次天城町集中改革プランにプランにプランにプランに基基基基づきづきづきづき、、、、町町町町

でででで設置設置設置設置するするするする事務事務事務事務改善委員会改善委員会改善委員会改善委員会においてにおいてにおいてにおいて、、、、課課課課のののの統廃合統廃合統廃合統廃合をををを検討検討検討検討してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。またまたまたまた、、、、多様化多様化多様化多様化、、、、高高高高

度化度化度化度化するするするする行政需要行政需要行政需要行政需要やややや課題課題課題課題にににに応応応応じるためじるためじるためじるため、、、、職員研修職員研修職員研修職員研修をををを実施実施実施実施しししし、、、、行動力行動力行動力行動力とととと成果志向成果志向成果志向成果志向がががが職員一人職員一人職員一人職員一人ひひひひ

とりにとりにとりにとりに備備備備わるようにわるようにわるようにわるように努努努努めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    
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予予予予    算算算算    のののの    概概概概    要要要要    

    

国国国国はははは、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度予算年度予算年度予算年度予算のポイントとしてのポイントとしてのポイントとしてのポイントとして、、、、経済再生経済再生経済再生経済再生とととと財政再建財政再建財政再建財政再建のののの両立実現両立実現両立実現両立実現をををを掲掲掲掲げていまげていまげていまげていま

すすすす。。。。    

地方財政地方財政地方財政地方財政についてはについてはについてはについては、、、、社会保障関係費社会保障関係費社会保障関係費社会保障関係費のののの自然増自然増自然増自然増やややや公債費公債費公債費公債費のののの高水準推移高水準推移高水準推移高水準推移などがなどがなどがなどが続続続続くもののくもののくもののくものの、、、、

地方税収地方税収地方税収地方税収のののの増等増等増等増等によりによりによりにより、、、、一般財源総額一般財源総額一般財源総額一般財源総額についてについてについてについてはははは、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年度地方財政計画年度地方財政計画年度地方財政計画年度地方財政計画のののの水準水準水準水準をををを大幅大幅大幅大幅

にににに上回上回上回上回るるるる見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような中中中中、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算のののの編成編成編成編成にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、歳入歳入歳入歳入のののの多多多多くをくをくをくを占占占占めるめるめるめる依存財源依存財源依存財源依存財源

がががが臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債のののの抑制抑制抑制抑制やややや地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの削減方針削減方針削減方針削減方針にににによりよりよりより、、、、大大大大きくきくきくきく減少減少減少減少するするするする見込見込見込見込みとなりみとなりみとなりみとなり、、、、自自自自

主財源主財源主財源主財源であるであるであるである町税町税町税町税のののの増加増加増加増加をををを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが課題課題課題課題であるとであるとであるとであると言言言言えますえますえますえます。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、町政町政町政町政運営運営運営運営にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、引引引引きききき続続続続きききき経常経経常経経常経経常経費費費費のののの削減削減削減削減やややや事務事業事務事業事務事業事務事業のののの

効率化効率化効率化効率化にににに取取取取りりりり組組組組むとともにむとともにむとともにむとともに、、、、国国国国のののの経済政策経済政策経済政策経済政策をををを注視注視注視注視しししし、、、、補助金補助金補助金補助金などなどなどなど活用可能活用可能活用可能活用可能なななな財源財源財源財源のののの確保確保確保確保にににに    

最大限努最大限努最大限努最大限努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの会計会計会計会計のののの予算額予算額予算額予算額についてはについてはについてはについては、、、、    

一般会計一般会計一般会計一般会計がががが対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比３３３３．．．．００００％％％％減減減減の５８の５８の５８の５８億億億億４４４４千千千千４４４４百百百百７０７０７０７０万万万万８８８８千円千円千円千円、、、、国民健康保険事業特別国民健康保険事業特別国民健康保険事業特別国民健康保険事業特別

会計会計会計会計がががが対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比１５１５１５１５．．．．５５５５％％％％増増増増の１２の１２の１２の１２億億億億２２２２千千千千４４４４百百百百９４９４９４９４万円万円万円万円、、、、簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計がががが対前年対前年対前年対前年

度比度比度比度比４４４４．．．．００００％％％％増増増増の２の２の２の２億億億億５５５５千千千千１１１１百百百百６２６２６２６２万万万万５５５５千円千円千円千円、、、、介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計がががが対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比３３３３．．．．２２２２％％％％

増増増増の８の８の８の８億億億億６６６６千千千千１１１１百百百百７２７２７２７２万万万万７７７７千円千円千円千円、、、、後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計がががが対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比６６６６．．．．８８８８％％％％増増増増のののの    

６６６６千千千千８８８８百百百百７８７８７８７８万万万万４４４４千円千円千円千円となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

    

一般会計一般会計一般会計一般会計とととと特別会計特別会計特別会計特別会計をあわせたをあわせたをあわせたをあわせた予算予算予算予算のののの総額総額総額総額はははは、、、、８２８２８２８２億億億億５５５５千千千千１１１１百百百百７８７８７８７８万万万万４４４４千円千円千円千円、、、、対前年度比対前年度比対前年度比対前年度比

００００．．．．３３３３％、％、％、％、２２２２千千千千２２２２百百百百１０１０１０１０万万万万９９９９千円千円千円千円のののの増額増額増額増額となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

    

    一般会計当初予算一般会計当初予算一般会計当初予算一般会計当初予算のののの概要概要概要概要についてについてについてについて、、、、ごごごご説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

歳歳歳歳    入入入入    

町税町税町税町税についてはについてはについてはについては、、、、前年度比較前年度比較前年度比較前年度比較でででで固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税とととと軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税がががが微増微増微増微増ですがですがですがですが、、、、町民税町民税町民税町民税がががが減減減減となっとなっとなっとなっ

ておりておりておりており、、、、ほぼほぼほぼほぼ同額同額同額同額の３の３の３の３億億億億８８８８千千千千１３１３１３１３万万万万９９９９千円千円千円千円をををを見込見込見込見込んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    

    

地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税についてはについてはについてはについては、、、、１１１１．．．．７７７７％％％％減減減減の８の８の８の８千千千千１１１１百百百百６５６５６５６５万万万万８８８８千円千円千円千円、、、、利子割交付金利子割交付金利子割交付金利子割交付金、、、、配当割交付配当割交付配当割交付配当割交付

金金金金、、、、株式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金、、、、地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金についてはについてはについてはについては、、、、過去過去過去過去のののの実績等実績等実績等実績等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ所要額所要額所要額所要額をををを

それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。自動車取得税交付金自動車取得税交付金自動車取得税交付金自動車取得税交付金についてはについてはについてはについては３０３０３０３０．．．．００００％％％％減減減減の４の４の４の４百百百百２６２６２６２６万万万万８８８８千千千千

円円円円、、、、地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金についてはについてはについてはについては１２１２１２１２．．．．８８８８％％％％増増増増の５の５の５の５千千千千９９９９９９９９万万万万３３３３千円千円千円千円をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。    
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地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税についてはについてはについてはについては２２２２．．．．２２２２％％％％減減減減の２５の２５の２５の２５億億億億７７７７千千千千１１１１百百百百７７７７万円万円万円万円をををを見込見込見込見込んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    

交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金は７２は７２は７２は７２万万万万２２２２千円千円千円千円、、、、分担金及分担金及分担金及分担金及びびびび負担金負担金負担金負担金はははは１５１５１５１５．．．．００００％％％％減減減減の３の３の３の３千千千千３３３３百百百百    

２０２０２０２０万万万万６６６６千円千円千円千円、、、、使用料及使用料及使用料及使用料及びびびび手数料手数料手数料手数料はははは００００．．．．６６６６％％％％減減減減の９の９の９の９千千千千８８８８百百百百３７３７３７３７万万万万７７７７千円千円千円千円をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ計上計上計上計上してしてしてして

おりますおりますおりますおります。。。。    

    

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金についてはについてはについてはについては、、、、総務費国庫補助金総務費国庫補助金総務費国庫補助金総務費国庫補助金のののの減等減等減等減等によりによりによりにより、、、、２０２０２０２０．．．．８８８８％％％％減減減減の９の９の９の９億億億億１１１１千千千千７７７７百百百百    

５０５０５０５０万万万万６６６６千円千円千円千円でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

県支出金県支出金県支出金県支出金についてはについてはについてはについては、、、、農林水産業費県補助金農林水産業費県補助金農林水産業費県補助金農林水産業費県補助金のののの増額等増額等増額等増額等によりによりによりにより６６６６．．．．１１１１％％％％増増増増の４の４の４の４億億億億１１１１千千千千８８８８百百百百    

５５５５５５５５万万万万７７７７千円千円千円千円でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

財産収入財産収入財産収入財産収入についてはについてはについてはについては、、、、１１１１．．．．２２２２％％％％減減減減の２の２の２の２千千千千１１１１百百百百２０２０２０２０万万万万２２２２千円千円千円千円でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

繰入金繰入金繰入金繰入金についてはについてはについてはについては、、、、天城町天城町天城町天城町ゆたかなふるさとゆたかなふるさとゆたかなふるさとゆたかなふるさと基金基金基金基金より１より１より１より１百百百百２０２０２０２０万万万万１１１１千円千円千円千円、、、、町有地売払運用町有地売払運用町有地売払運用町有地売払運用

基金基金基金基金より１８より１８より１８より１８万円万円万円万円、、、、家畜導入事業資金供給事業家畜導入事業資金供給事業家畜導入事業資金供給事業家畜導入事業資金供給事業（（（（特別導入型特別導入型特別導入型特別導入型））））基金基金基金基金より３より３より３より３千千千千５５５５百百百百６０６０６０６０万万万万６６６６千千千千

円円円円のののの繰入繰入繰入繰入をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    

繰越金繰越金繰越金繰越金については２については２については２については２千万円千万円千万円千万円、、、、諸収入諸収入諸収入諸収入については５については５については５については５億億億億３３３３千千千千３３３３百百百百３４３４３４３４万万万万１１１１千円千円千円千円のののの計上計上計上計上ですですですです。。。。    

    

町債町債町債町債についてはについてはについてはについては、、、、住宅住宅住宅住宅・・・・道路道路道路道路などハードなどハードなどハードなどハード事業事業事業事業に４に４に４に４億億億億４４４４千千千千８８８８百百百百１０１０１０１０万円万円万円万円、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興・・・・交通通交通通交通通交通通

信体系整備信体系整備信体系整備信体系整備・・・・福祉向上福祉向上福祉向上福祉向上・・・・教育振興教育振興教育振興教育振興などのソフトなどのソフトなどのソフトなどのソフト事業事業事業事業に８に８に８に８千千千千７７７７百百百百８０８０８０８０万円万円万円万円、、、、臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債にににに

１１１１億億億億３３３３千千千千８８８８百百百百１６１６１６１６万万万万３３３３千円千円千円千円をををを計上計上計上計上しししし、、、、２３２３２３２３．．．．７７７７％％％％減減減減の６の６の６の６億億億億７７７７千千千千４４４４百百百百６６６６万万万万３３３３千円千円千円千円をををを起債起債起債起債予定予定予定予定とととと

ししししていますていますていますています。。。。    

    

    

歳歳歳歳    出出出出    

議会費議会費議会費議会費についてはについてはについてはについては、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比５５５５．．．．２２２２％％％％増増増増の１の１の１の１億億億億１１１１百百百百７２７２７２７２万万万万１１１１千円千円千円千円をををを計上計上計上計上してございますしてございますしてございますしてございます。。。。    

    

総務費総務費総務費総務費についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度にににに続続続続きききき総合防災拠点施設整備事業総合防災拠点施設整備事業総合防災拠点施設整備事業総合防災拠点施設整備事業としてとしてとしてとして防災防災防災防災センターセンターセンターセンター建建建建

設設設設、、、、保健保健保健保健センターセンターセンターセンター建設費建設費建設費建設費をををを計上計上計上計上しししし、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比３３３３億億億億６６６６千千千千５５５５百百百百９９９９９９９９万円減万円減万円減万円減の１４の１４の１４の１４億億億億２２２２千千千千９９９９百百百百２２２２２２２２

万円万円万円万円でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

    民生費民生費民生費民生費についてはについてはについてはについては、、、、社会保障社会保障社会保障社会保障のののの充実充実充実充実をををを目指目指目指目指しししし、、、、扶助費扶助費扶助費扶助費やややや国民健康保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計・・・・介護介護介護介護

保険事業特別会計保険事業特別会計保険事業特別会計保険事業特別会計・・・・後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計へのへのへのへの繰出金繰出金繰出金繰出金などなどなどなど、、、、８８８８千千千千３３３３百百百百３４３４３４３４万万万万４４４４千円増千円増千円増千円増

の１０の１０の１０の１０億億億億９９９９千千千千９９９９百百百百２０２０２０２０万万万万２２２２千円千円千円千円をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。    
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    衛生費衛生費衛生費衛生費についてはについてはについてはについては、、、、各種検診各種検診各種検診各種検診のののの推進推進推進推進をををを図図図図るためのるためのるためのるための予算予算予算予算やややや、、、、世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録へへへへ向向向向けけけけ町内不町内不町内不町内不

法投棄対策費法投棄対策費法投棄対策費法投棄対策費やややや海岸漂着物地域対策推進事業費海岸漂着物地域対策推進事業費海岸漂着物地域対策推進事業費海岸漂着物地域対策推進事業費のののの予算予算予算予算などなどなどなど、、、、４４４４億億億億５５５５千千千千６６６６百百百百２１２１２１２１万万万万４４４４千円千円千円千円をををを計計計計

上上上上しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

    農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費についてはについてはについてはについては、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比１１１１億億億億８１８１８１８１万万万万８８８８千円増千円増千円増千円増のののの総額総額総額総額７７７７億億億億９９９９千千千千８８８８百百百百３４３４３４３４万万万万７７７７千円千円千円千円

をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。これまでにこれまでにこれまでにこれまでに引引引引きききき続続続続きききき農地基盤整備農地基盤整備農地基盤整備農地基盤整備やややや畑畑畑畑かんかんかんかん推進推進推進推進にににに係係係係るるるる負担金負担金負担金負担金、、、、農林水農林水農林水農林水

産物輸送産物輸送産物輸送産物輸送コストコストコストコスト支援事業補助支援事業補助支援事業補助支援事業補助などなどなどなどをををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

またまたまたまた、、、、従来従来従来従来のののの糖業糖業糖業糖業、、、、園芸園芸園芸園芸、、、、畜産畜産畜産畜産にににに対対対対するするするする支援支援支援支援にににに加加加加ええええ、、、、農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構農地中間管理機構によるによるによるによる担担担担いいいい手手手手へのへのへのへの

農地集積農地集積農地集積農地集積・・・・集約化集約化集約化集約化などなどなどなど農業農業農業農業のののの構造改革構造改革構造改革構造改革やややや新規品目産地確立事業新規品目産地確立事業新規品目産地確立事業新規品目産地確立事業などなどなどなど成長産業化成長産業化成長産業化成長産業化のののの支援支援支援支援にににに予算予算予算予算

計上計上計上計上をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

林業費林業費林業費林業費についてはについてはについてはについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき松松松松くいくいくいくい虫駆除事業虫駆除事業虫駆除事業虫駆除事業にににに係係係係るるるる予算予算予算予算のののの計上計上計上計上でございますでございますでございますでございます。。。。    

水産業費水産業費水産業費水産業費についてはについてはについてはについては、、、、離島漁業再生支援交付金離島漁業再生支援交付金離島漁業再生支援交付金離島漁業再生支援交付金やサンゴやサンゴやサンゴやサンゴ礁保全対策事業礁保全対策事業礁保全対策事業礁保全対策事業へのへのへのへの予算予算予算予算をををを計上計上計上計上しししし

ておりますておりますておりますております。。。。    

    

    商工費商工費商工費商工費についてはについてはについてはについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき犬犬犬犬のののの門蓋整備事業費門蓋整備事業費門蓋整備事業費門蓋整備事業費など９など９など９など９千千千千８８８８百百百百９８９８９８９８万万万万３３３３千円千円千円千円のののの計上計上計上計上でござでござでござでござ

いますいますいますいます。。。。    

    

    土木費土木費土木費土木費についてはについてはについてはについては、、、、引引引引きききき続続続続きききき公営住宅建設事業費公営住宅建設事業費公営住宅建設事業費公営住宅建設事業費やややや道路補修事業道路補修事業道路補修事業道路補修事業、、、、総合運動公園再整備事総合運動公園再整備事総合運動公園再整備事総合運動公園再整備事

業業業業などになどになどになどに係係係係るるるる予算予算予算予算をををを計上計上計上計上しししし、、、、新新新新たにたにたにたに橋梁補修事業費橋梁補修事業費橋梁補修事業費橋梁補修事業費やややや空空空空きききき家再生等推進事業費家再生等推進事業費家再生等推進事業費家再生等推進事業費をををを加加加加ええええ、、、、前年前年前年前年

度比度比度比度比５５５５．．．．９９９９％、％、％、％、３３３３千千千千１９１９１９１９万万万万４４４４千円増千円増千円増千円増の５の５の５の５億億億億４４４４千千千千９９９９万円万円万円万円をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

    消防費消防費消防費消防費についてはについてはについてはについては、、、、１１１１億億億億４４４４千千千千８８８８百百百百２９２９２９２９万円万円万円万円をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

教育費教育費教育費教育費についてはについてはについてはについては、、、、兼久小学校地質調査業務委託兼久小学校地質調査業務委託兼久小学校地質調査業務委託兼久小学校地質調査業務委託やややや基本設計業務委託基本設計業務委託基本設計業務委託基本設計業務委託、、、、第第第第３０３０３０３０回国民文化回国民文化回国民文化回国民文化

祭天城町実行委員会負担金祭天城町実行委員会負担金祭天城町実行委員会負担金祭天城町実行委員会負担金などなどなどなど総額総額総額総額３３３３億億億億５５５５千千千千４４４４百百百百９６９６９６９６万万万万５５５５千円千円千円千円をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

    災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費については６については６については６については６百百百百８４８４８４８４万万万万３３３３千円千円千円千円、、、、公債費公債費公債費公債費については８については８については８については８億億億億８８８８百百百百８３８３８３８３万万万万３３３３千円千円千円千円、、、、予備予備予備予備

費費費費としまして２としまして２としまして２としまして２百万円百万円百万円百万円をををを計上計上計上計上しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

    

    ただいまただいまただいまただいま、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計のののの予算予算予算予算のののの概要概要概要概要についてについてについてについて申申申申しししし上上上上げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、町政運営町政運営町政運営町政運営のののの基本方針基本方針基本方針基本方針にににに基基基基づづづづ

きききき、、、、町民町民町民町民のニーズにのニーズにのニーズにのニーズに適切適切適切適切にににに対応対応対応対応したしたしたした行政行政行政行政サービスをサービスをサービスをサービスを展開展開展開展開しししし、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化にににに努努努努めめめめ「「「「緑豊緑豊緑豊緑豊かでかでかでかで

活力活力活力活力あるあるあるある住住住住みよいまちみよいまちみよいまちみよいまち」」」」実現実現実現実現のためのためのためのため積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

    

以上以上以上以上でででで予算予算予算予算のののの概要概要概要概要のののの説明説明説明説明をををを終終終終わりますわりますわりますわります｡｡｡｡    


