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平成平成平成平成 25 年第年第年第年第 1 回定例会回定例会回定例会回定例会のののの開会開会開会開会にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、町政運営町政運営町政運営町政運営のののの方針方針方針方針とととと各分野各分野各分野各分野

別別別別のののの政策政策政策政策についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて説明申説明申説明申説明申しししし上上上上げげげげ、、、、併併併併せてせてせてせて条例案条例案条例案条例案、、、、平平平平

成成成成 25年度当初予算案年度当初予算案年度当初予算案年度当初予算案についてについてについてについて説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

昨年昨年昨年昨年はははは屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町にとりましてにとりましてにとりましてにとりまして、、、、合併合併合併合併５５５５周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えたえたえたえた記念記念記念記念すべきすべきすべきすべき年年年年でででで

ありましたありましたありましたありました。。。。

旧町時代旧町時代旧町時代旧町時代からからからから持持持持ちちちち越越越越されてきたされてきたされてきたされてきた懸案事項懸案事項懸案事項懸案事項もももも一定一定一定一定のののの整理整理整理整理がががが行行行行われわれわれわれ、、、、各各各各

種行事種行事種行事種行事のののの統一統一統一統一などによるなどによるなどによるなどによる町民町民町民町民のののの融和融和融和融和もももも進進進進みみみみ、、、、新町新町新町新町としてのとしてのとしてのとしての一体感一体感一体感一体感もももも醸醸醸醸

成成成成されましたのでされましたのでされましたのでされましたので、、、、記念記念記念記念となるとなるとなるとなる式典式典式典式典をををを開催開催開催開催しししし町民町民町民町民のののの皆様皆様皆様皆様とともにとともにとともにとともに、、、、ここここ

れまでのれまでのれまでのれまでの歩歩歩歩みをみをみをみを確認確認確認確認しおしおしおしお祝祝祝祝いしたところでありますいしたところでありますいしたところでありますいしたところであります。。。。

記念式典記念式典記念式典記念式典ではではではでは、、、、医療法人徳洲会理事長 徳田虎雄氏医療法人徳洲会理事長 徳田虎雄氏医療法人徳洲会理事長 徳田虎雄氏医療法人徳洲会理事長 徳田虎雄氏にににに名誉町民名誉町民名誉町民名誉町民のののの称称称称

号号号号をををを授与授与授与授与するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、新町誕生新町誕生新町誕生新町誕生からからからから今日今日今日今日までまでまでまで功績功績功績功績のあったのあったのあったのあった方方方方々々々々にににに表表表表

彰状及彰状及彰状及彰状及びびびび感謝状感謝状感謝状感謝状をををを贈呈贈呈贈呈贈呈させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。

私私私私はははは、、、、合併合併合併合併５５５５周年周年周年周年というというというという年年年年はははは節目節目節目節目でありでありでありであり、、、、新新新新たなたなたなたな出発出発出発出発とととと挑戦挑戦挑戦挑戦のののの契機契機契機契機

とすべきとすべきとすべきとすべき大事大事大事大事なななな年年年年であるとであるとであるとであると思思思思っておりましたのでっておりましたのでっておりましたのでっておりましたので、、、、式典式典式典式典でででで屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町とととと

してしてしてして新新新新たなたなたなたな飛躍飛躍飛躍飛躍をををを目指目指目指目指すことをすことをすことをすことを、、、、町民町民町民町民のののの皆様皆様皆様皆様とともにとともにとともにとともに確認確認確認確認できたことできたことできたことできたこと

はははは、、、、大変有意義大変有意義大変有意義大変有意義であったとであったとであったとであったと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。

屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで積積積積みみみみ重重重重ねてきたねてきたねてきたねてきた貴重貴重貴重貴重なななな経験経験経験経験をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、本年本年本年本年

からいよいよからいよいよからいよいよからいよいよ１０１０１０１０周年周年周年周年さらにはさらにはさらにはさらには２０２０２０２０周年周年周年周年にににに向向向向かってかってかってかって、、、、新新新新たなたなたなたな歩歩歩歩みをみをみをみを始始始始

めなければなりませんめなければなりませんめなければなりませんめなければなりません。。。。

合併以降合併以降合併以降合併以降のののの町政運営町政運営町政運営町政運営をををを車車車車のののの運転運転運転運転にににに例例例例えるならばえるならばえるならばえるならば、、、、このこのこのこの５５５５年間年間年間年間はいろはいろはいろはいろ

いろないろないろないろな荷物荷物荷物荷物をををを積積積積みみみみ込込込込みながらもみながらもみながらもみながらも、、、、道道道道をををを間違間違間違間違わないようわないようわないようわないよう、、、、事故事故事故事故をををを起起起起こさこさこさこさ

ないようないようないようないよう慎重慎重慎重慎重にににに徐行運転徐行運転徐行運転徐行運転することをすることをすることをすることを心心心心がけてがけてがけてがけて参参参参りましたりましたりましたりました。。。。

そのようなそのようなそのようなそのような運転運転運転運転しかしかしかしか出来出来出来出来なかったというのがなかったというのがなかったというのがなかったというのが本音本音本音本音のののの部分部分部分部分でありますでありますでありますであります。。。。

しかししかししかししかし、、、、５５５５周年周年周年周年というというというという大大大大きなきなきなきなカーブカーブカーブカーブをををを曲曲曲曲がるとがるとがるとがると、、、、急急急急にににに大大大大きくきくきくきく視界視界視界視界がががが

開開開開けたけたけたけた直線道路直線道路直線道路直線道路がががが現現現現れましたのでれましたのでれましたのでれましたので、、、、そのそのそのその道路道路道路道路をををを全力全力全力全力でででで駆駆駆駆けけけけ抜抜抜抜けるようけるようけるようけるよう

なななな運転運転運転運転ににににギアギアギアギアををををチェンジチェンジチェンジチェンジしなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。

具体的具体的具体的具体的にににに申申申申しししし上上上上げますとげますとげますとげますと旧町時代旧町時代旧町時代旧町時代のののの行政区域間行政区域間行政区域間行政区域間ののののバランスバランスバランスバランスをををを保保保保つこつこつこつこ

とをとをとをとを第一義第一義第一義第一義とするとするとするとする町政町政町政町政からからからから、、、、屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町をををを一体的一体的一体的一体的にとらえたにとらえたにとらえたにとらえた「「「「屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町

規格規格規格規格」」」」のののの町政町政町政町政にににに転換転換転換転換するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。

私私私私はははは、、、、徐徐徐徐々々々々にではありますがそのようなにではありますがそのようなにではありますがそのようなにではありますがそのような考考考考ええええ方方方方をををを反映反映反映反映させたさせたさせたさせた町政町政町政町政をををを
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進進進進めてめてめてめて参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

たとえばたとえばたとえばたとえば農業基盤整備農業基盤整備農業基盤整備農業基盤整備などなどなどなど集中的集中的集中的集中的にににに投資投資投資投資をををを行行行行うことによってうことによってうことによってうことによって効果効果効果効果がががが

得得得得られるられるられるられる事業事業事業事業、、、、特定特定特定特定のののの目的目的目的目的をもったをもったをもったをもった地地地地域域域域作作作作りのためのりのためのりのためのりのための集中的集中的集中的集中的なななな投資投資投資投資、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは屋久島町全体屋久島町全体屋久島町全体屋久島町全体のののの町町町町づづづづくりをくりをくりをくりを進進進進めるめるめるめる観点観点観点観点からからからから一定一定一定一定のののの地地地地域域域域へへへへのののの多多多多

面面面面的的的的なななな投資投資投資投資などなどなどなど、、、、今今今今後後後後いろいろないろいろないろいろないろいろな局面局面局面局面がががが出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思いますいますいますいます。。。。

またまたまたまた、、、、公共公共公共公共投資投資投資投資というというというという側面側面側面側面だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、町町町町のののの総総総総合力合力合力合力をををを高高高高めるといめるといめるといめるとい

うううう観点観点観点観点からからからから、、、、人人人人材材材材のののの登用登用登用登用とととと人人人人材配置材配置材配置材配置についてもについてもについてもについても、、、、バランスバランスバランスバランスではなくではなくではなくではなく適適適適

材適所材適所材適所材適所というというというという考考考考ええええ方方方方をををを重視重視重視重視したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

一一一一朝朝朝朝一一一一夕夕夕夕にはできないにはできないにはできないにはできない難難難難しいしいしいしい課題課題課題課題ではありますがではありますがではありますがではありますが、、、、新新新新しいしいしいしい町町町町がががが次次次次
いつちよういつせきいつちよういつせきいつちよういつせきいつちよういつせき

のののの段階段階段階段階へへへへスススステップテップテップテップアアアアップップップップするするするする時時時時にににに、、、、為為為為政政政政者者者者のののの地位地位地位地位にあるにあるにあるにある者者者者のののの責務責務責務責務だとだとだとだと

思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、批判批判批判批判をををを恐恐恐恐れれれれずずずずにににに推推推推進進進進してしてしてして参参参参るるるる所存所存所存所存でありますでありますでありますであります。。。。

さてさてさてさて、、、、１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日未未未未明明明明にににに発生発生発生発生したしたしたした永永永永田田田田地地地地区区区区におけるにおけるにおけるにおける火災火災火災火災はははは、、、、死亡者死亡者死亡者死亡者

がががが２２２２名名名名、、、、全全全全焼焼焼焼がががが６６６６棟棟棟棟、、、、一部一部一部一部焼失焼失焼失焼失がががが３３３３棟棟棟棟でででで、、、、約約約約４４４４時間時間時間時間にわたってにわたってにわたってにわたって燃燃燃燃ええええ続続続続

けるというけるというけるというけるという大大大大惨惨惨惨事事事事となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

私私私私もももも急急急急をををを聞聞聞聞きつけきつけきつけきつけ現現現現場場場場にににに駆駆駆駆けつけましたがけつけましたがけつけましたがけつけましたが、、、、そこにはもうそこにはもうそこにはもうそこにはもう手手手手のののの施施施施しししし

ようのないようのないようのないようのない惨惨惨惨状状状状がががが広広広広がっておりましたがっておりましたがっておりましたがっておりました。。。。

亡亡亡亡くなられたくなられたくなられたくなられた方方方方々々々々にににに衷衷衷衷心心心心よりよりよりより哀悼哀悼哀悼哀悼のののの意意意意をををを表表表表しますとともにしますとともにしますとともにしますとともに、、、、焼焼焼焼けけけけ出出出出

されたされたされたされた方方方方々々々々をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、永永永永田区民田区民田区民田区民のみなさまにのみなさまにのみなさまにのみなさまに心心心心よりおよりおよりおよりお見舞見舞見舞見舞いをいをいをいを申申申申しししし上上上上

げますげますげますげます。。。。

「「「「災害災害災害災害はははは忘忘忘忘れたれたれたれた頃頃頃頃ににににややややってくるってくるってくるってくる。。。。」」」」とととと申申申申しますがしますがしますがしますが、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島はははは火災火災火災火災へへへへ

のののの備備備備えだけではなくえだけではなくえだけではなくえだけではなく、、、、台風台風台風台風あるいはあるいはあるいはあるいは大大大大雨雨雨雨などによるなどによるなどによるなどによる災害災害災害災害とととと常常常常にににに隣隣隣隣りりりり合合合合

わせにあるわせにあるわせにあるわせにある、、、、といってもといってもといってもといっても過言過言過言過言ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。

したがってしたがってしたがってしたがって、、、、災害災害災害災害をををを未然未然未然未然にににに防止防止防止防止するというするというするというするという観点観点観点観点からからからから、、、、迅速迅速迅速迅速でででで正正正正確確確確なななな

情報情報情報情報のののの伝達伝達伝達伝達にににに努努努努めめめめ、、、、避難誘導避難誘導避難誘導避難誘導などなどなどなど防災防災防災防災上上上上のののの重要重要重要重要課題課題課題課題についてはについてはについてはについては、、、、常常常常にににに

各集各集各集各集落落落落のののの消防団消防団消防団消防団とのとのとのとの連携連携連携連携をををを密密密密にしなければならないとにしなければならないとにしなければならないとにしなければならないと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

すすすす。。。。

まさしくまさしくまさしくまさしく２２２２年年年年前前前前のののの本日本日本日本日、、、、あのあのあのあの国国国国全体全体全体全体がががが深深深深いいいい悲悲悲悲しみにしみにしみにしみに沈沈沈沈んだんだんだんだ「「「「東東東東日本日本日本日本

大大大大震災震災震災震災」」」」がががが発生発生発生発生いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

被災地被災地被災地被災地ではまだまだではまだまだではまだまだではまだまだ大変大変大変大変なななな状状状状況況況況がががが続続続続いておりますのでいておりますのでいておりますのでいておりますので、、、、決決決決してしてしてして風化風化風化風化

させることなくさせることなくさせることなくさせることなく、、、、語語語語りつないでいくことがりつないでいくことがりつないでいくことがりつないでいくことが私私私私たちのたちのたちのたちの努努努努めであるとめであるとめであるとめであると思思思思いいいい

ますますますます。。。。



- 3 -

そしてそしてそしてそして、、、、国国国国がががが総総総総力力力力をををを挙挙挙挙げてげてげてげて支援支援支援支援しししし、、、、復興復興復興復興へへへへのののの槌槌槌槌音音音音がよりがよりがよりがより力力力力強強強強くなるくなるくなるくなる
つちおとつちおとつちおとつちおと

ことをことをことをことを願願願願うううう次次次次第第第第でありますでありますでありますであります。。。。

本町本町本町本町においてもこのにおいてもこのにおいてもこのにおいてもこの悲悲悲悲しみをしみをしみをしみを教訓教訓教訓教訓にににに、、、、「「「「安安安安全全全全でででで安安安安心心心心なななな町町町町づづづづくりくりくりくり」」」」にににに

ついてのついてのついてのついての認認認認識識識識をさらにをさらにをさらにをさらに深深深深めめめめ、、、、防災対防災対防災対防災対策策策策についてのについてのについてのについての再検討再検討再検討再検討をををを進進進進めてめてめてめて参参参参りりりり

ましたましたましたました。。。。

現現現現在在在在３３３３カカカカ年年年年計画計画計画計画でででで取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる防災防災防災防災行政行政行政行政無無無無線線線線設置工設置工設置工設置工事事事事のののの他他他他にににに、、、、各各各各

集集集集落毎落毎落毎落毎にににに地地地地域域域域防災防災防災防災マップマップマップマップをををを作作作作成成成成しししし全全全全世帯世帯世帯世帯にににに配布配布配布配布するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、町町町町内内内内のののの

主主主主要要要要地点地点地点地点２２２２６６６６００００カカカカ所所所所にににに標高標高標高標高表表表表示板示板示板示板をををを設置設置設置設置いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

日日日日常常常常的的的的なななな防災防災防災防災意意意意識識識識のののの高揚高揚高揚高揚をををを目的目的目的目的にににに実施実施実施実施したものでありますがしたものでありますがしたものでありますがしたものでありますが、、、、防災防災防災防災

対対対対策策策策にににに万万万万全全全全というものはありませんのでというものはありませんのでというものはありませんのでというものはありませんので、「、「、「、「町民町民町民町民のののの生生生生命命命命とととと財産財産財産財産をををを守守守守るるるる」」」」

ためにはいかなるためにはいかなるためにはいかなるためにはいかなる対対対対策策策策をををを講講講講ずずずずるべきかるべきかるべきかるべきか、、、、というというというという基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方にににに立脚立脚立脚立脚しししし

たたたた防災防災防災防災行政行政行政行政をををを推推推推進進進進してしてしてして参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

さてさてさてさて、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度はははは屋久島屋久島屋久島屋久島がががが日本初日本初日本初日本初のののの世世世世界界界界自然遺産自然遺産自然遺産自然遺産にににに登録登録登録登録されてされてされてされて

からからからから、、、、２０２０２０２０周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる記念記念記念記念すべきすべきすべきすべき年年年年になりますになりますになりますになります。。。。

世世世世界界界界自然遺産登録後自然遺産登録後自然遺産登録後自然遺産登録後、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島へへへへのののの観光客観光客観光客観光客はははは年年年年々々々々増加増加増加増加のののの傾傾傾傾向向向向をををを辿辿辿辿りりりり、、、、

平成平成平成平成１１１１９９９９年度年度年度年度にはにはにはには入入入入込込込込客客客客がががが４４４４００００万万万万人人人人をををを超超超超ええええ、、、、観光関連産観光関連産観光関連産観光関連産業業業業がががが飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに

発発発発展展展展するなどするなどするなどするなど、、、、地地地地域経域経域経域経済済済済にににに大大大大きなきなきなきな経経経経済済済済効果効果効果効果をもたらしましたをもたらしましたをもたらしましたをもたらしました。。。。

しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその一方一方一方一方でででで縄文杉縄文杉縄文杉縄文杉をををを中心中心中心中心とするとするとするとする山岳山岳山岳山岳部部部部へへへへのののの一一一一極極極極集中集中集中集中がががが進進進進みみみみ、、、、

貴重貴重貴重貴重なななな自然環境自然環境自然環境自然環境へへへへのののの負負負負荷荷荷荷がかかりがかかりがかかりがかかり過過過過ぎぎぎぎているているているている、、、、とのとのとのとの指指指指摘摘摘摘をををを受受受受けているけているけているけている

ことからことからことからことから、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全とととと利活用利活用利活用利活用というというというという、、、、このこのこのこの相相相相反反反反するするするする二二二二つのつのつのつのテテテテーーーー

ママママをををを、、、、如何如何如何如何にににに融合融合融合融合させるかがさせるかがさせるかがさせるかが問問問問われているとわれているとわれているとわれていると認認認認識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。

このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、山岳山岳山岳山岳部部部部におけるにおけるにおけるにおける生生生生態系態系態系態系のののの変変変変化化化化やややや利用利用利用利用状状状状況況況況のあのあのあのあ

りりりり方方方方、、、、しししし尿処尿処尿処尿処理理理理やごやごやごやごみみみみ処処処処理理理理などなどなどなど生生生生活環境対活環境対活環境対活環境対策策策策、、、、世世世世界界界界自然遺産地自然遺産地自然遺産地自然遺産地域域域域にににに相相相相

応応応応しいしいしいしい施設施設施設施設整備整備整備整備のありのありのありのあり方方方方などなどなどなど、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島のののの環境環境環境環境政策政策政策政策にににに関関関関するこれまでのするこれまでのするこれまでのするこれまでの

歩歩歩歩みをみをみをみを検証検証検証検証しししし、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関のののの協協協協力力力力をいただきながらきちんとをいただきながらきちんとをいただきながらきちんとをいただきながらきちんと議論議論議論議論するするするする中中中中

からからからから、、、、これからこれからこれからこれから進進進進むむむむべきべきべきべき一定一定一定一定のののの方向方向方向方向性性性性をををを模索模索模索模索してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと考考考考えておりえておりえておりえており

ますますますます。。。。

そのためにそのためにそのためにそのために、、、、今年度今年度今年度今年度はははは世世世世界界界界自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録記念事業記念事業記念事業記念事業のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして、、、、国国国国

やややや県県県県などのなどのなどのなどの関係関係関係関係機機機機関関関関やややや関係者関係者関係者関係者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、、、、ワワワワーーーークショップクショップクショップクショップややややシシシシンンンン

ポポポポジジジジュュュューーーームムムム等等等等のののの開催開催開催開催にににに取取取取りりりり組組組組みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの会会会会議議議議においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、今屋久島今屋久島今屋久島今屋久島でででで生生生生じじじじているているているている様様様様々々々々なななな課題課題課題課題につにつにつにつ
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いていていていて、、、、学術学術学術学術的的的的なななな議論議論議論議論だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、生生生生活活活活にににに密着密着密着密着したしたしたした課題課題課題課題についてのについてのについてのについての議議議議

論論論論もももも行行行行えるようにしたいとえるようにしたいとえるようにしたいとえるようにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

屋久島屋久島屋久島屋久島についてのあらについてのあらについてのあらについてのあらゆゆゆゆるるるる議論議論議論議論のののの成果成果成果成果としてとしてとしてとして、、、、将将将将来来来来にににに向向向向かってかってかってかって私私私私たたたた

ちがちがちがちが進進進進むむむむべきべきべきべき方向方向方向方向性性性性、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば環境環境環境環境にににに関関関関するするするする諸問題諸問題諸問題諸問題、、、、観光観光観光観光やややや農業農業農業農業などなどなどなど

各種各種各種各種産産産産業業業業のののの振興振興振興振興策策策策、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは福祉福祉福祉福祉やややや教育教育教育教育などなどなどなど町民生町民生町民生町民生活活活活のののの有有有有りりりり様様様様などになどになどになどに

ついてついてついてついて、、、、これからこれからこれからこれから計画計画計画計画されるされるされるされる遺産登録関連遺産登録関連遺産登録関連遺産登録関連イベイベイベイベンンンントトトトにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島

からのからのからのからのメッセメッセメッセメッセージージージージとしてとしてとしてとして情報情報情報情報発発発発信信信信したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

そのそのそのその他他他他のののの記念事業記念事業記念事業記念事業関連関連関連関連ではではではでは、、、、「「「「細川細川細川細川たかしたかしたかしたかし」」」」さんのさんのさんのさんの世世世世界界界界自然遺産登自然遺産登自然遺産登自然遺産登

録録録録２０２０２０２０周年記念曲周年記念曲周年記念曲周年記念曲「「「「屋久島屋久島屋久島屋久島」」」」ののののヒットヒットヒットヒットをををを目指目指目指目指しししし、、、、このこのこのこの曲曲曲曲とともにとともにとともにとともに屋久屋久屋久屋久

島島島島のののの認認認認知知知知度度度度をさらにをさらにをさらにをさらに高高高高めめめめ、、、、世世世世界界界界自然遺産自然遺産自然遺産自然遺産そのもののそのもののそのもののそのものの価値価値価値価値についてもについてもについてもについても、、、、

国国国国民民民民にににに再再再再認認認認識識識識していただけるようなしていただけるようなしていただけるようなしていただけるよう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たいといたいといたいといたいと考考考考えておりえておりえておりえており

ますますますます。。。。

細川細川細川細川さんがさんがさんがさんが新曲新曲新曲新曲「「「「屋久島屋久島屋久島屋久島」」」」にかけるにかけるにかけるにかける意意意意気気気気込込込込みはみはみはみは大変大変大変大変なものがありまなものがありまなものがありまなものがありま

すのですのですのですので、、、、地元地元地元地元としてもこのとしてもこのとしてもこのとしてもこの歌歌歌歌をををを精精精精一一一一杯支援杯支援杯支援杯支援・・・・応援応援応援応援してしてしてして参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの「「「「屋久島屋久島屋久島屋久島」」」」というというというという曲曲曲曲がががが全全全全国津国津国津国津々々々々浦浦浦浦々々々々でででで流流流流れれれれ、、、、年年年年末末末末のののの NHK

のののの紅白歌紅白歌紅白歌紅白歌合戦合戦合戦合戦でででで披披披披露露露露されることにでもなればされることにでもなればされることにでもなればされることにでもなれば、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島にもたらされるにもたらされるにもたらされるにもたらされる

経経経経済済済済的効果的効果的効果的効果はははは、、、、計計計計りりりり知知知知れないものになるのではないかとれないものになるのではないかとれないものになるのではないかとれないものになるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。

細川細川細川細川たかしさんのたかしさんのたかしさんのたかしさんの屋久島屋久島屋久島屋久島にににに対対対対するするするする熱熱熱熱いいいい思思思思いにいにいにいに答答答答えるためにもえるためにもえるためにもえるためにも、、、、あらあらあらあら

ゆゆゆゆるるるる支援支援支援支援策策策策をををを検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、町民町民町民町民のみなさまのみなさまのみなさまのみなさまやややや議議議議会会会会ののののごごごご

支援支援支援支援もよろしくおもよろしくおもよろしくおもよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

次次次次にににに庁舎庁舎庁舎庁舎問題問題問題問題についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、現現現現在在在在のののの分分分分庁庁庁庁方式方式方式方式のののの庁舎形庁舎形庁舎形庁舎形態態態態でででで

はははは効効効効率率率率的的的的でないことでないことでないことでないこと、、、、一体感一体感一体感一体感がががが保保保保てないてないてないてない、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは総総総総合力合力合力合力がががが発発発発揮揮揮揮できできできでき

ないなどないなどないなどないなど問題点問題点問題点問題点がががが多多多多いことからいことからいことからいことから、、、、本本本本庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設までのまでのまでのまでの間間間間、、、、現状現状現状現状をいくらをいくらをいくらをいくら

かでもかでもかでもかでも改善改善改善改善したしたしたした暫暫暫暫定的定的定的定的なななな措措措措置置置置がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか、、、、とのとのとのとの意意意意見見見見がががが多多多多くありくありくありくあり

ましたましたましたました。。。。

このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、私私私私はははは狭 隘狭 隘狭 隘狭 隘なななな本本本本庁舎庁舎庁舎庁舎をををを旧旧旧旧小瀬小瀬小瀬小瀬田中田中田中田中学学学学校跡校跡校跡校跡にににに移移移移
きようあいきようあいきようあいきようあい

転転転転させさせさせさせ、、、、一定一定一定一定のののの行政行政行政行政組組組組織織織織をををを集集集集約約約約することによってすることによってすることによってすることによって、、、、行政行政行政行政組組組組織織織織機機機機構構構構のののの効効効効

率率率率化化化化をををを図図図図ることとしることとしることとしることとし、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４年度年度年度年度のののの当初予算当初予算当初予算当初予算にににに関係関係関係関係予算予算予算予算をををを計計計計上上上上しししし、、、、

議議議議会会会会にににに対対対対してしてしてして新新新新しいしいしいしい庁舎庁舎庁舎庁舎のののの概概概概要要要要をををを説明説明説明説明してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。

結結結結果果果果としてはとしてはとしてはとしては、、、、教教教教室室室室やややや電電電電気気気気・・・・水水水水道道道道といったといったといったといった付付付付帯設帯設帯設帯設備備備備のののの改修費改修費改修費改修費、、、、駐駐駐駐車車車車
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場場場場・・・・取取取取付付付付道路整備道路整備道路整備道路整備等等等等のののの費費費費用用用用にににに多多多多額額額額のののの経経経経費費費費がかかることががかかることががかかることががかかることが明明明明らかになっらかになっらかになっらかになっ

たためたためたためたため、、、、新新新新庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設計画設計画設計画設計画のののの段階段階段階段階でででで投資投資投資投資をををを行行行行ったったったった方方方方がががが良良良良いのではとのいのではとのいのではとのいのではとの意意意意

見等見等見等見等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、小瀬小瀬小瀬小瀬田中田中田中田中学学学学校跡校跡校跡校跡へへへへのののの庁舎移庁舎移庁舎移庁舎移転転転転はははは断断断断念念念念したところでありしたところでありしたところでありしたところであり

ますますますます。。。。

しかししかししかししかし、、、、議議議議会特別会特別会特別会特別委員委員委員委員会会会会とのとのとのとの協議協議協議協議のののの過過過過程程程程においてにおいてにおいてにおいて、、、、暫暫暫暫定的定的定的定的移移移移転転転転はははは見見見見

送送送送るとしてもるとしてもるとしてもるとしても新新新新庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設はなるべくはなるべくはなるべくはなるべく早期早期早期早期にににに実実実実現現現現させるべきさせるべきさせるべきさせるべき、、、、とのとのとのとの指指指指摘摘摘摘

をををを受受受受けたところでありますけたところでありますけたところでありますけたところであります。。。。

このことをこのことをこのことをこのことを踏踏踏踏まえまえまえまえ内内内内部部部部検討検討検討検討をををを重重重重ねたねたねたねた結結結結果果果果、、、、林林林林野野野野庁庁庁庁のののの「「「「森林森林森林森林・・・・林林林林業業業業再再再再

生基盤生基盤生基盤生基盤づづづづくりくりくりくり交付金交付金交付金交付金事業事業事業事業」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設をををを行行行行うことがうことがうことがうことが、、、、最善最善最善最善のののの

選択選択選択選択だろうとのだろうとのだろうとのだろうとの結結結結論論論論にににに至至至至りましたりましたりましたりました。。。。

このこのこのこの事業事業事業事業はははは、、、、地地地地域域域域材材材材をををを利用利用利用利用したしたしたした木造木造木造木造公共公共公共公共建築建築建築建築物物物物のののの整備経整備経整備経整備経費費費費にににに、、、、国国国国費費費費

がががが投投投投入入入入されるものでされるものでされるものでされるもので、、、、事業事業事業事業期期期期間間間間としてはとしてはとしてはとしては平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度からからからから２２２２９９９９年度年度年度年度まままま

でのでのでのでの５５５５カカカカ年間年間年間年間ということでありますということでありますということでありますということであります。。。。

国国国国としてはとしてはとしてはとしては、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設のののの木造木造木造木造のののの割割割割合合合合がががが極極極極端端端端にににに低低低低いことからいことからいことからいことから、、、、公共施公共施公共施公共施

設設設設のののの木造木造木造木造化化化化をををを促促促促進進進進しししし、、、、停滞停滞停滞停滞しているしているしているしている林林林林業業業業のののの再再再再生生生生とととと振興振興振興振興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、、、、

森林森林森林森林をををを育育育育てることでてることでてることでてることで二二二二酸酸酸酸化化化化炭素吸収炭素吸収炭素吸収炭素吸収によるによるによるによる地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化防止化防止化防止化防止をををを目指目指目指目指すとすとすとすと

しておりますしておりますしておりますしております。。。。

このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから私私私私はははは、、、、昨年昨年昨年昨年末県末県末県末県庁庁庁庁のののの林林林林業業業業関係関係関係関係各各各各課課課課とととと林林林林野野野野庁庁庁庁にににに出出出出

向向向向きききき、、、、本町本町本町本町のののの木造木造木造木造によるによるによるによる庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを説明説明説明説明しししし、、、、このこのこのこの「「「「森林森林森林森林・・・・林林林林業業業業

再再再再生基盤生基盤生基盤生基盤づづづづくりくりくりくり交付金交付金交付金交付金事業事業事業事業」」」」事業事業事業事業でのでのでのでの採択採択採択採択をおをおをおをお願願願願いしてきたところでいしてきたところでいしてきたところでいしてきたところで

ありますありますありますあります。。。。

いいいいずずずずれにいたしましてもれにいたしましてもれにいたしましてもれにいたしましても、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島とととと杉杉杉杉、、、、そこからそこからそこからそこから連連連連想想想想されるされるされるされる木造木造木造木造のののの

役役役役場場場場庁舎庁舎庁舎庁舎、、、、それからそれからそれからそれから採択採択採択採択をををを目指目指目指目指すすすす交付金交付金交付金交付金事業事業事業事業のののの実施実施実施実施期期期期間間間間がががが平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年

度度度度からからからから五五五五カカカカ年間年間年間年間ということになればということになればということになればということになれば、、、、屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町のののの新新新新庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設のののの最善最善最善最善のののの

手手手手法法法法とととと時時時時期期期期ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。

したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、事業申事業申事業申事業申請請請請にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける木木木木材材材材調調調調達達達達方法方法方法方法、、、、

具体的具体的具体的具体的なななな利活用利活用利活用利活用のののの計画計画計画計画などなどなどなど「「「「庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設基本基本基本基本計画計画計画計画」」」」をををを作作作作成成成成しなければなしなければなしなければなしなければな

りませんのでりませんのでりませんのでりませんので、、、、私私私私としてはとしてはとしてはとしては平成平成平成平成２５２５２５２５年度中年度中年度中年度中にににに庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設のためののためののためののための委員委員委員委員会会会会

をををを立立立立ちちちち上上上上げてげてげてげて具体的具体的具体的具体的なななな準準準準備備備備にににに入入入入りりりり、、、、平成平成平成平成２２２２８８８８年度年度年度年度よりのよりのよりのよりの着工着工着工着工をををを目指目指目指目指しししし

たいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設のののの場所場所場所場所、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは建建建建設設設設資資資資金金金金のののの問題問題問題問題などなどなどなど多多多多くのくのくのくの克服克服克服克服しなけれしなけれしなけれしなけれ
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ばならないばならないばならないばならない課題課題課題課題がありますががありますががありますががありますが、、、、国国国国のののの補助補助補助補助事業事業事業事業をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するとともするとともするとともするととも

にににに、、、、庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設のののの場所場所場所場所についてもについてもについてもについても、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経経経経緯緯緯緯とととと経経経経過過過過をををを踏踏踏踏まえながまえながまえながまえなが

らららら、、、、民民民民主主主主的的的的にににに決決決決定定定定してしてしてして行行行行きたいときたいときたいときたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

本町本町本町本町のののの新新新新庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設がががが今申今申今申今申しししし上上上上げたとおりげたとおりげたとおりげたとおり推推推推移移移移したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、完完完完成成成成まままま

でにはあとでにはあとでにはあとでにはあと５５５５年年年年がががが必要必要必要必要でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、このこのこのこの間間間間においてもにおいてもにおいてもにおいても行政行政行政行政組組組組織織織織機機機機

構構構構のののの改革改革改革改革はははは、、、、適適適適時時時時適適適適切切切切にににに実施実施実施実施するするするする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。。。。

地地地地方方方方交付税交付税交付税交付税にににに対対対対するするするする合併特例法合併特例法合併特例法合併特例法のののの特別特別特別特別措措措措置置置置がががが、、、、あとあとあとあと２２２２年年年年でででで期限切期限切期限切期限切れれれれ

になることをになることをになることをになることを考考考考慮慮慮慮すればすればすればすれば、、、、どんなどんなどんなどんな状状状状況況況況下下下下にあってもにあってもにあってもにあっても可能可能可能可能なななな限限限限りりりり、、、、行政行政行政行政

にかかるにかかるにかかるにかかる必要経必要経必要経必要経費費費費のののの節節節節減減減減にににに努努努努めなければなりませんめなければなりませんめなければなりませんめなければなりません。。。。

このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、庁舎庁舎庁舎庁舎内内内内にににに行政行政行政行政組組組組織織織織機機機機構改革構改革構改革構改革検討検討検討検討委員委員委員委員会会会会をををを設置設置設置設置

しししし、、、、本町本町本町本町にとってにとってにとってにとって簡素簡素簡素簡素でででで機機機機能能能能的的的的なななな組組組組織織織織のののの有有有有りりりり様様様様についてについてについてについて議論議論議論議論をしてきをしてきをしてきをしてき

ましたましたましたました。。。。

諸諸諸諸般般般般のののの事事事事情情情情によりによりによりにより小瀬小瀬小瀬小瀬田中田中田中田中学学学学校跡校跡校跡校跡へへへへのののの移移移移転転転転はははは実実実実現現現現しませんでしたしませんでしたしませんでしたしませんでした

がががが、、、、本年度本年度本年度本年度はははは現状現状現状現状においてにおいてにおいてにおいて可能可能可能可能なななな行政行政行政行政組組組組織織織織のののの再再再再編編編編をををを行行行行うううう事事事事にしましたにしましたにしましたにしました。。。。

そのそのそのその内内内内容容容容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、、、、各各各各支所支所支所支所のののの地地地地域域域域総務課総務課総務課総務課をををを廃廃廃廃止止止止しししし、、、、新新新新たにたにたにたに町町町町

民生民生民生民生活課活課活課活課をををを設置設置設置設置しししし、、、、各各各各支所支所支所支所のののの窓口窓口窓口窓口業業業業務務務務をををを町民生町民生町民生町民生活課活課活課活課のののの管轄管轄管轄管轄としとしとしとし、、、、住住住住民民民民

ササササーーーービビビビススススやややや窓口窓口窓口窓口ササササーーーービビビビススススのののの低下低下低下低下にににに繋繋繋繋がらないようがらないようがらないようがらないよう配配配配慮慮慮慮しましたしましたしましたしました。。。。

またまたまたまた、、、、地地地地域域域域総務課総務課総務課総務課にあったにあったにあったにあった財産財産財産財産管管管管理業理業理業理業務務務務やややや建建建建設課設課設課設課のののの住宅管住宅管住宅管住宅管理業理業理業理業務務務務、、、、

電電電電気気気気船舶船舶船舶船舶課課課課のののの船舶船舶船舶船舶業業業業務務務務をををを行行行行うためうためうためうため新新新新たにたにたにたに財産財産財産財産管管管管理理理理課課課課をををを新新新新設設設設しししし、、、、水水水水道道道道課課課課

をををを廃廃廃廃止止止止しししし、、、、水水水水道業道業道業道業務務務務をををを建建建建設課設課設課設課のののの業業業業務務務務にににに統合統合統合統合いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

このこのこのこの他他他他にもにもにもにも係係係係のののの統統統統廃廃廃廃合合合合をををを行行行行いいいい、、、、職員数職員数職員数職員数のののの減減減減にににに対応対応対応対応できるできるできるできる効効効効率率率率的的的的なななな組組組組

織織織織機機機機構構構構をををを確確確確立立立立させるなどさせるなどさせるなどさせるなど、、、、現状現状現状現状にににに即即即即したしたしたした臨臨臨臨機機機機応応応応変変変変なななな対応対応対応対応にににに努努努努めてめてめてめて参参参参りりりり

たいとたいとたいとたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

さてさてさてさて、、、、我我我我がががが国国国国のののの経経経経済済済済はははは、、、、輸輸輸輸出出出出関連産関連産関連産関連産業業業業のののの業績業績業績業績悪悪悪悪化化化化がががが進行進行進行進行するなどのするなどのするなどのするなどの

要要要要因因因因からからからから、、、、景景景景気気気気低迷低迷低迷低迷のののの状状状状況況況況がががが長長長長くくくく続続続続いておりましたがいておりましたがいておりましたがいておりましたが、、、、昨年昨年昨年昨年末末末末誕生誕生誕生誕生しししし

たたたた自自自自民民民民党党党党政政政政権権権権がががが打打打打ちちちち出出出出したしたしたした景景景景気気気気浮浮浮浮揚揚揚揚策策策策がががが功功功功をををを奏奏奏奏しししし、、、、株株株株価価価価のののの上上上上昇昇昇昇とととと円円円円安安安安

基基基基調調調調がががが定定定定着着着着するなどするなどするなどするなど、、、、少少少少ししししずずずずつつつつ改善改善改善改善のののの兆兆兆兆しがしがしがしが見見見見えつつありますえつつありますえつつありますえつつあります。。。。

正正正正規規規規雇雇雇雇用者用者用者用者がががが激減激減激減激減するなどするなどするなどするなど冷冷冷冷ええええ切切切切ってしまったってしまったってしまったってしまった雇雇雇雇用環境用環境用環境用環境のののの改善改善改善改善によによによによ

るるるる定定定定住住住住人人人人口口口口のののの拡拡拡拡大大大大、、、、工場工場工場工場のののの海外移海外移海外移海外移転転転転ではなくではなくではなくではなく国内国内国内国内へへへへ立地立地立地立地することによすることによすることによすることによ

るるるる地地地地方経方経方経方経済済済済のののの活性化活性化活性化活性化、、、、またまたまたまた賃金引賃金引賃金引賃金引上上上上げにげにげにげに伴伴伴伴うううう地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける購買購買購買購買力力力力のののの高高高高

まりなどまりなどまりなどまりなど、、、、景景景景気気気気回回回回復復復復時時時時にににに必必必必ずずずず起起起起きるきるきるきる地地地地域経域経域経域経済済済済へへへへのののの波波波波及効果及効果及効果及効果がががが、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島
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へへへへもももも及及及及ぶぶぶぶことをことをことをことを期待期待期待期待するところでありますするところでありますするところでありますするところであります。。。。

このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを背景背景背景背景にしたにしたにしたにした国国国国のののの平成平成平成平成 25 年度年度年度年度のののの予算予算予算予算はははは、、、、「「「「復興復興復興復興・・・・

防災対防災対防災対防災対策策策策」、」、」、」、「「「「成長成長成長成長によるによるによるによる富富富富のののの創創創創出出出出」、」、」、」、「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの安安安安心心心心・・・・地地地地域域域域活性化活性化活性化活性化」」」」

のののの 3 分野分野分野分野にににに重重重重点化点化点化点化するとのするとのするとのするとの方針方針方針方針にににに基基基基づづづづいていていていて、、、、日本経日本経日本経日本経済再済再済再済再生生生生のののの実実実実現現現現にににに

向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みをみをみをみを行行行行うこととしてうこととしてうこととしてうこととして、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度をををを上回上回上回上回るるるる一一一一般般般般会会会会計計計計のののの予算予算予算予算がががが編編編編

成成成成されたところでありますされたところでありますされたところでありますされたところであります。。。。

またまたまたまた、、、、鹿児鹿児鹿児鹿児島島島島県県県県においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、経経経経済再済再済再済再生生生生をををを最優先最優先最優先最優先とするとするとするとする国国国国のののの方針方針方針方針をををを踏踏踏踏

まえまえまえまえ、、、、地地地地域経域経域経域経済済済済をををを下下下下支支支支えするためえするためえするためえするため中中中中小企小企小企小企業業業業をををを支援支援支援支援するするするする各種事業各種事業各種事業各種事業費費費費やややや、、、、

社社社社会資本整備会資本整備会資本整備会資本整備などのなどのなどのなどの公共公共公共公共事業事業事業事業費費費費がががが大大大大幅幅幅幅にににに伸伸伸伸びたびたびたびた予算予算予算予算編編編編成成成成になっておりになっておりになっておりになっており

ますますますます。。。。

このようなこのようなこのようなこのような国国国国及及及及びびびび県県県県のののの予算予算予算予算内内内内容容容容をををを十十十十分分分分精精精精査査査査しししし、、、、このこのこのこの予算予算予算予算のののの中中中中にににに位置位置位置位置

づづづづけられているけられているけられているけられている補助補助補助補助事業事業事業事業をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、２２２２月月月月２２２２６６６６日日日日にににに可可可可

決決決決・・・・成成成成立立立立したしたしたした平成平成平成平成２２２２４４４４年度年度年度年度補補補補正正正正予算予算予算予算にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まれたまれたまれたまれた、、、、本町本町本町本町にににに関連関連関連関連するするするする

事業事業事業事業をををを確確確確実実実実にににに実施実施実施実施することによってすることによってすることによってすることによって、、、、本町経本町経本町経本町経済済済済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参参参参りりりり

たいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

以上以上以上以上のようなことをのようなことをのようなことをのようなことを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、本町本町本町本町のののの公共公共公共公共事業事業事業事業についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、

厳厳厳厳しいしいしいしい財財財財政状政状政状政状況況況況にはありますがにはありますがにはありますがにはありますが、、、、毎毎毎毎年一定年一定年一定年一定量量量量をををを確保確保確保確保しししし計画計画計画計画的的的的にににに実施実施実施実施しししし

なければなければなければなければ、、、、地地地地域経域経域経域経済済済済にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、後後後後年度年度年度年度にににに集中集中集中集中することすることすることすること

によってによってによってによって財財財財政政政政をををを圧迫圧迫圧迫圧迫するするするする恐恐恐恐れがありますのでれがありますのでれがありますのでれがありますので、、、、年年年年次計画次計画次計画次計画的的的的にににに実施実施実施実施するするするする

ことにことにことにことに努努努努めてめてめてめて参参参参りますりますりますります。。。。

またまたまたまた、、、、国国国国やややや県県県県のののの責責責責任任任任でででで実施実施実施実施しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない社社社社会資本会資本会資本会資本のののの整備整備整備整備につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの国国国国及及及及びびびび県県県県へへへへのののの陳陳陳陳情情情情・・・・要要要要望望望望活活活活動動動動のののの経経経経緯緯緯緯とととと経経経経過過過過をををを踏踏踏踏まままま

ええええ、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるるルルルルーーーートトトトをををを通通通通じじじじてててて粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく且且且且つつつつ強強強強力力力力にににに、、、、改善改善改善改善とととと改修改修改修改修のののの必要必要必要必要

性性性性をををを訴訴訴訴えてえてえてえて参参参参りますりますりますります。。。。

屋久島屋久島屋久島屋久島空港空港空港空港についてはについてはについてはについては、、、、狭隘狭隘狭隘狭隘ゆゆゆゆえにえにえにえに混雑混雑混雑混雑がががが続続続続いているいているいているいているタタタターーーーミナルビミナルビミナルビミナルビ

ルルルルのののの拡張拡張拡張拡張整備整備整備整備をををを要要要要望望望望しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、未未未未だだだだ実実実実現現現現にににに至至至至っておりませんっておりませんっておりませんっておりません。。。。

大大大大阪便阪便阪便阪便とととと福福福福岡便岡便岡便岡便もももも開開開開設設設設されされされされ、、、、最最最最大大大大でででで１１１１日日日日８８８８便便便便がががが離離離離発発発発着着着着しますのでしますのでしますのでしますので以以以以

前前前前にもにもにもにも増増増増してしてしてして混雑混雑混雑混雑しししし、、、、待待待待合合合合室室室室のののの体体体体をなしていないをなしていないをなしていないをなしていない現状現状現状現状にありますにありますにありますにあります。。。。

私私私私はははは、、、、このようなことをこのようなことをこのようなことをこのようなことを所所所所有有有有者者者者であるであるであるである岩崎岩崎岩崎岩崎ココココーーーーポポポポレレレレーーーーショショショションンンンにににに訴訴訴訴ええええ

ながらながらながらながら、、、、拡張拡張拡張拡張がががが実実実実現現現現するようするようするようするよう粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく交渉交渉交渉交渉してしてしてして参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えておりえておりえておりえており

ますますますます。。。。

宮之宮之宮之宮之浦浦浦浦港港港港についてはについてはについてはについては、、、、現現現現在防在防在防在防波堤沖南波堤沖南波堤沖南波堤沖南のののの一部一部一部一部をををを取取取取りりりり除除除除きききき、、、、東防東防東防東防波堤波堤波堤波堤
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にににに移移移移設設設設するするするする工工工工事事事事をををを継継継継続続続続してしてしてして実施実施実施実施しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、長年長年長年長年のののの懸案懸案懸案懸案であるであるであるである火火火火

ノノノノ上上上上山山山山埠頭埠頭埠頭埠頭のののの水水水水深深深深マイマイマイマイナナナナスススス９９９９ｍｍｍｍ岸壁岸壁岸壁岸壁実実実実現現現現のためのためのためのため、、、、今今今今後後後後ともともともとも陳陳陳陳情活情活情活情活動動動動をををを

力力力力強強強強くくくく推推推推進進進進してしてしてして参参参参りますりますりますります。。。。

現現現現在在在在頻繁頻繁頻繁頻繁にににに寄港寄港寄港寄港しているしているしているしている２２２２万万万万トトトトンンンンククククラスラスラスラスのののの船船船船がががが大大大大型型型型化化化化するするするする計画計画計画計画もあもあもあもあ

るようですのでるようですのでるようですのでるようですので、、、、大大大大型型型型化化化化にににに対応対応対応対応できるできるできるできる港港港港のののの実実実実現現現現にににに引引引引きききき続続続続きききき努努努努力力力力したいしたいしたいしたい

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。

安安安安房港房港房港房港についてはについてはについてはについては、、、、南南南南からのからのからのからの進進進進入入入入波波波波をををを防防防防ぐぐぐぐためためためため防防防防波堤沖南波堤沖南波堤沖南波堤沖南のののの延延延延長整長整長整長整

備備備備をををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、並並並並行行行行してしてしてして、、、、待待待待合合合合所所所所からからからからポポポポンンンンツツツツーンーンーンーンまでのまでのまでのまでの屋屋屋屋根付根付根付根付きききき

連連連連絡絡絡絡道道道道のののの建建建建設設設設がががが平成平成平成平成 24 年度年度年度年度でででで終了終了終了終了しししし、、、、今今今今後後後後、、、、駐駐駐駐車車車車場場場場整備整備整備整備とととと待待待待合合合合所所所所かかかか

らららら駐駐駐駐車車車車場場場場までのまでのまでのまでの屋屋屋屋根付根付根付根付きききき連連連連絡絡絡絡道道道道のののの整備整備整備整備をををを早期早期早期早期にににに実実実実現現現現させるためのさせるためのさせるためのさせるための要要要要望望望望

活活活活動動動動等等等等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てしてしてして参参参参りますりますりますります。。。。

このこのこのこの他他他他にもにもにもにも、、、、県県県県道道道道ややややくすくすくすくすぎぎぎぎランランランランドドドド線線線線やややや白白白白谷雲水峡谷雲水峡谷雲水峡谷雲水峡線線線線などなどなどなど、、、、国国国国及及及及びびびび県県県県へへへへ

陳陳陳陳情情情情・・・・要要要要望望望望をしなければならないをしなければならないをしなければならないをしなければならない課題課題課題課題はたくさんありますのではたくさんありますのではたくさんありますのではたくさんありますので、、、、議議議議会会会会

のののの協協協協力力力力もいただきながらもいただきながらもいただきながらもいただきながら、、、、時時時時期期期期をををを失失失失することがないようすることがないようすることがないようすることがないよう適適適適時時時時適適適適切切切切にににに行行行行

ってってってって参参参参るるるる所存所存所存所存でありますでありますでありますであります。。。。

次次次次にににに、、、、離離離離島島島島地地地地域域域域はははは、、、、人人人人のののの往往往往来来来来やややや生生生生活活活活にににに必要必要必要必要なななな物資物資物資物資等等等等のののの輸送輸送輸送輸送にににに要要要要するするするする

費費費費用用用用がががが、、、、本本本本土土土土のののの地地地地域域域域にににに比較比較比較比較してしてしてして多多多多額額額額であることのであることのであることのであることのほほほほかかかか、、、、離離離離島島島島であるがであるがであるがであるが

ゆゆゆゆえにえにえにえに産産産産業基盤業基盤業基盤業基盤、、、、生生生生活環境等活環境等活環境等活環境等のののの整備整備整備整備がががが遅遅遅遅れておりれておりれておりれており、、、、本本本本土土土土とのとのとのとの地地地地域間格域間格域間格域間格

差差差差がががが生生生生じじじじているとているとているとていると言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。

さらにさらにさらにさらに、、、、人人人人口口口口のののの減少減少減少減少とともにとともにとともにとともに進進進進展展展展するするするする高高高高齢齢齢齢化化化化によりによりによりにより、、、、基基基基幹幹幹幹産産産産業業業業であであであであ

るるるる第第第第１１１１次産次産次産次産業業業業がががが後後後後継継継継者者者者不足不足不足不足にににに陥陥陥陥っておりっておりっておりっており、、、、離離離離島島島島におけるにおけるにおけるにおける地地地地方方方方自自自自治治治治体体体体のののの

経営経営経営経営はははは大変大変大変大変厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。

このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、離離離離島島島島地地地地域域域域のののの振興振興振興振興策策策策としてとしてとしてとして、、、、離離離離

島島島島振興振興振興振興法法法法のののの改改改改正正正正をををを行行行行いいいい、、、、離離離離島島島島振興振興振興振興法法法法がががが平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度からからからから１０１０１０１０年間年間年間年間延延延延長長長長

されることになりましたされることになりましたされることになりましたされることになりました。。。。

本町本町本町本町においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい財財財財政状政状政状政状況況況況をををを強強強強いられておりますがいられておりますがいられておりますがいられておりますが、、、、離離離離島島島島振振振振

興計画興計画興計画興計画やややや新町新町新町新町まちまちまちまちづづづづくりくりくりくり計画計画計画計画をををを基本基本基本基本としてとしてとしてとして、、、、自主財自主財自主財自主財源源源源のののの許許許許されるされるされるされる範囲範囲範囲範囲

においてこのにおいてこのにおいてこのにおいてこの法法法法律律律律をををを十十十十分分分分活用活用活用活用しししし、、、、農農農農林漁林漁林漁林漁業業業業やややや観光関連産観光関連産観光関連産観光関連産業業業業のののの振興振興振興振興やややや環環環環

境境境境やややや教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充充充充実実実実、、、、町民町民町民町民福祉福祉福祉福祉のののの増増増増進進進進にににに努努努努めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

またまたまたまた、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島・・・・口口口口永永永永良良良良部島部島部島部島のののの地地地地域域域域おこしおこしおこしおこしやややや集集集集落自落自落自落自治治治治組組組組織織織織のののの活性化活性化活性化活性化をををを

図図図図りりりり、、、、地地地地域域域域のののの資資資資源源源源やややや特特特特性性性性をををを活活活活かしたかしたかしたかした個個個個性性性性豊豊豊豊かなまちかなまちかなまちかなまちづづづづくりをくりをくりをくりを推推推推進進進進してしてしてして

参参参参りますりますりますります。。。。
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さてさてさてさて、、、、前前前前述述述述いたしましたとおりいたしましたとおりいたしましたとおりいたしましたとおり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、、、、地地地地域域域域防災計画防災計画防災計画防災計画とととと地地地地

域域域域防災防災防災防災マップマップマップマップのののの策定策定策定策定をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、地地地地域域域域のののの重重重重点点点点箇箇箇箇所所所所にににに標高標高標高標高掲掲掲掲示示示示版版版版のののの

設置設置設置設置をををを行行行行いいいい、、、、台風台風台風台風やややや巨巨巨巨大大大大地震地震地震地震などなどなどなど災害災害災害災害にににに備備備備えるためのえるためのえるためのえるための周周周周知知知知・・・・啓蒙啓蒙啓蒙啓蒙をををを図図図図

ったところでありますったところでありますったところでありますったところであります。。。。

住住住住民一人民一人民一人民一人ひひひひとりがとりがとりがとりが、「、「、「、「自自自自らのらのらのらの身身身身のののの安安安安全全全全はははは自自自自らがらがらがらが守守守守るるるる」」」」ことをことをことをことを認認認認識識識識しししし、、、、

自自自自分分分分のののの居住居住居住居住しているしているしているしている場所場所場所場所がどのがどのがどのがどの位置位置位置位置にあるのかにあるのかにあるのかにあるのか、、、、津津津津波警波警波警波警報等報等報等報等がががが発発発発令令令令ささささ

れたれたれたれた場場場場合合合合などなどなどなど、、、、いいいいざざざざというというというという時時時時にはにはにはには何処何処何処何処にににに逃逃逃逃げたらいいのかげたらいいのかげたらいいのかげたらいいのか、、、、常常常常日日日日頃頃頃頃かかかか

らららら住住住住民民民民がががが高高高高いいいい意意意意識識識識をををを持持持持ってってってって行行行行動動動動することがすることがすることがすることが重要重要重要重要でありますでありますでありますであります。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、住住住住民民民民のみなさまがのみなさまがのみなさまがのみなさまが、、、、災害災害災害災害時時時時においてにおいてにおいてにおいて正正正正しくしくしくしく行行行行動動動動するためにするためにするためにするために

はははは、、、、正正正正確確確確なななな情報情報情報情報をををを素早素早素早素早くくくく解解解解かりかりかりかりややややすくすくすくすく提供提供提供提供することがすることがすることがすることが極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なこなこなこなこ

とでありとでありとでありとであり、、、、行政行政行政行政のののの大大大大きなきなきなきな責責責責任任任任であるとであるとであるとであると言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。

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、、、、合併当初合併当初合併当初合併当初からこのからこのからこのからこの町民町民町民町民へへへへのののの情報伝達情報伝達情報伝達情報伝達機機機機能能能能がががが不十不十不十不十分分分分

であるとのであるとのであるとのであるとの指指指指摘摘摘摘をををを受受受受けておりましたのでけておりましたのでけておりましたのでけておりましたので、、、、平成平成平成平成 24 年度年度年度年度からからからから 26 年度年度年度年度

にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、老朽老朽老朽老朽化化化化したしたしたした防災防災防災防災行政行政行政行政無無無無線線線線のののの更更更更新事業新事業新事業新事業をををを実施実施実施実施することにいたすることにいたすることにいたすることにいた

しましたしましたしましたしました。。。。

平成平成平成平成 24 年度年度年度年度はははは、、、、本本本本庁舎庁舎庁舎庁舎のののの親親親親局局局局・・・・北北北北部部部部地地地地域域域域のののの中中中中継継継継局局局局やややや屋屋屋屋外拡外拡外拡外拡声子声子声子声子局局局局

のののの整備整備整備整備をををを行行行行いいいい、、、、平成平成平成平成 25 年度年度年度年度にはにはにはには南南南南部部部部地地地地区区区区・・・・口口口口永永永永良良良良部島部島部島部島地地地地域域域域のののの中中中中継継継継局局局局

やややや屋屋屋屋外拡外拡外拡外拡声子声子声子声子局局局局及及及及びびびび各集各集各集各集落落落落のののの地地地地域域域域振興振興振興振興基基基基地局地局地局地局のののの整備整備整備整備をををを実施実施実施実施しししし、、、、平成平成平成平成 26

年度年度年度年度にはにはにはには、、、、町町町町内内内内全域全域全域全域のののの個個個個別別別別受信受信受信受信機機機機のののの設置設置設置設置をををを行行行行うことにしておりうことにしておりうことにしておりうことにしており、、、、事業事業事業事業

費費費費のののの総総総総額額額額はははは 11億億億億 2千千千千 5百百百百 59万万万万円円円円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、、、、防災無防災無防災無防災無線線線線のののの整備整備整備整備にににに併併併併せてせてせてせて、、、、地地地地域域域域のののの自主防災組自主防災組自主防災組自主防災組織織織織によるによるによるによる避難訓避難訓避難訓避難訓

練練練練やややや町町町町のののの総総総総合合合合防災訓防災訓防災訓防災訓練練練練等等等等をををを実施実施実施実施しししし、、、、災害災害災害災害にににに強強強強いいいい町町町町づづづづくりにくりにくりにくりに努努努努めてめてめてめて参参参参るるるる

所存所存所存所存でありますでありますでありますであります。。。。

次次次次にににに、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島へへへへのののの入入入入りりりり込込込込みみみみ客客客客数数数数はははは、、、、平成平成平成平成１１１１９９９９年度年度年度年度ををををピピピピーーーーククククにににに減少減少減少減少傾傾傾傾

向向向向にありにありにありにあり、、、、平成平成平成平成２２２２４４４４年度年度年度年度６６６６月月月月からからからから１０１０１０１０月月月月期期期期のののの入入入入りりりり込込込込みみみみ客客客客数数数数においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、

対前対前対前対前年度年度年度年度比比比比９６９６９６９６％％％％となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。

「「「「最最最最近近近近観光客観光客観光客観光客数数数数もももも幾幾幾幾分分分分減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。」」」」とのとのとのとの声声声声をよくをよくをよくをよく聞聞聞聞きますがきますがきますがきますが、、、、

これはこれはこれはこれは入入入入りりりり込込込込みみみみ客客客客数数数数からからからから推計推計推計推計されるされるされるされる、、、、言言言言わばわばわばわば感感感感覚覚覚覚的的的的なものであってなものであってなものであってなものであって、、、、

正正正正確確確確ななななデデデデーーーータタタタにににに基基基基づづづづくものではありませんくものではありませんくものではありませんくものではありません。。。。

正正正正確確確確なななな観光客観光客観光客観光客数数数数をををを把握把握把握把握することはすることはすることはすることは、、、、本町本町本町本町のののの観光観光観光観光行政行政行政行政をををを推推推推進進進進するするするする観点観点観点観点

からどうしてもからどうしてもからどうしてもからどうしても必要必要必要必要なことであるためなことであるためなことであるためなことであるため、、、、このこのこのこの間様間様間様間様々々々々なななな方法方法方法方法ででででチチチチャャャャレレレレンンンン
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ジジジジしてきましたししてきましたししてきましたししてきましたし、、、、議議議議会会会会においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、港港港港とととと空港空港空港空港においてにおいてにおいてにおいて一定一定一定一定期期期期間間間間取取取取りりりり

組組組組んでいただいたんでいただいたんでいただいたんでいただいた経経経経緯緯緯緯ががががごごごござざざざいますいますいますいます。。。。

このこのこのこの懸案事項懸案事項懸案事項懸案事項をををを解解解解決決決決するためするためするためするため昨年昨年昨年昨年からからからから準準準準備備備備をををを進進進進めてきたわけですめてきたわけですめてきたわけですめてきたわけです

がががが、、、、このこのこのこの度度度度交通交通交通交通関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの調調調調整整整整がががが整整整整いいいい、、、、本年本年本年本年４４４４月月月月よりよりよりより本格的本格的本格的本格的なななな調査調査調査調査

にににに着手着手着手着手することになりましたすることになりましたすることになりましたすることになりました。。。。

今今今今後後後後はははは、、、、観光客観光客観光客観光客にににに関関関関するするするする正正正正確確確確ななななデデデデーーーータタタタにににに基基基基づづづづくくくく、、、、きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな施施施施策策策策をををを

講講講講じじじじることがることがることがることが可能可能可能可能となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度はははは懸案懸案懸案懸案となっておりとなっておりとなっておりとなっており

ましたましたましたました「「「「屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町観光観光観光観光基本基本基本基本計画計画計画計画」」」」のののの策定策定策定策定にににに着手着手着手着手したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

すすすす。。。。

正正正正確確確確ななななデデデデーーーータタタタつまりつまりつまりつまり数数数数値値値値にににに基基基基づづづづくくくく施施施施策策策策のののの展展展展開開開開はははは、、、、本町本町本町本町のののの農業農業農業農業のののの振興振興振興振興

策策策策についてもについてもについてもについても指指指指摘摘摘摘されているところでありますされているところでありますされているところでありますされているところであります。。。。

今今今今、、、、TPP へへへへのののの参参参参加加加加をををを巡巡巡巡ってってってって日本日本日本日本のののの農業農業農業農業はははは生生生生きききき残残残残れるのかれるのかれるのかれるのか、、、、といっといっといっといっ

たたたた議論議論議論議論ががががママママススススコミコミコミコミ等等等等でででで盛盛盛盛んにんにんにんに行行行行われておりますがわれておりますがわれておりますがわれておりますが、、、、本町本町本町本町のののの農業農業農業農業についについについについ

てもてもてもても、、、、これまでどおりこれまでどおりこれまでどおりこれまでどおり基基基基幹幹幹幹的的的的産産産産業業業業としてとしてとしてとして農業農業農業農業がががが位置位置位置位置づづづづけられるためにけられるためにけられるためにけられるために

はははは、、、、これまでとはこれまでとはこれまでとはこれまでとは違違違違ったったったった新新新新たなたなたなたな手手手手法法法法としてのとしてのとしてのとしての政策政策政策政策がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると思思思思っっっっ

ておりますておりますておりますております。。。。

現状現状現状現状はははは高高高高齢齢齢齢化化化化のののの進行進行進行進行やややや後後後後継継継継者者者者不足不足不足不足などなどなどなど人的人的人的人的課題課題課題課題、、、、生生生生産性産性産性産性向上向上向上向上などなどなどなど技技技技

術術術術的的的的・・・・経営的経営的経営的経営的課題課題課題課題などなどなどなど、、、、多多多多くのくのくのくの克服克服克服克服しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えてえてえてえて

おりますがおりますがおりますがおりますが、、、、ままままずずずず必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは正正正正確確確確なななな現状現状現状現状把握把握把握把握によりによりによりにより、、、、問題点問題点問題点問題点のののの整理整理整理整理

をすることだとをすることだとをすることだとをすることだと思思思思いますいますいますいます。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、本町本町本町本町のののの農業農業農業農業のののの将将将将来来来来像像像像はははは如何如何如何如何にあるべきかにあるべきかにあるべきかにあるべきか、、、、というというというという議論議論議論議論をををを積積積積

みみみみ重重重重ねるねるねるねる中中中中からからからから、、、、目目目目標標標標とするとするとするとする到到到到達点達点達点達点をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと数数数数値値値値でででで表表表表すすすす必要必要必要必要があるがあるがあるがある

とととと考考考考えますえますえますえます。。。。

そのことによってそのことによってそのことによってそのことによって、、、、政策政策政策政策としてとしてとしてとして本町本町本町本町のののの農業農業農業農業がががが目指目指目指目指すすすす方向方向方向方向性性性性がががが明確明確明確明確にににに

なりなりなりなり、、、、農農農農家家家家にとってもにとってもにとってもにとっても目目目目標標標標がががが定定定定まることによりまることによりまることによりまることにより、、、、今今今今足足足足りないものはりないものはりないものはりないものは何何何何

かかかか、、、、といったといったといったといった現状認現状認現状認現状認識識識識がががが容容容容易易易易になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと思思思思いますいますいますいます。。。。

このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、本年度本年度本年度本年度はははは、、、、議議議議会会会会でもでもでもでも約約約約束束束束しておりましたしておりましたしておりましたしておりました、、、、屋屋屋屋

久島町久島町久島町久島町のののの農業農業農業農業のののの将将将将来来来来像像像像をををを数数数数値値値値をををを含含含含めてめてめてめて描描描描くくくく、、、、「「「「農業農業農業農業振興振興振興振興ビビビビジジジジョョョョンンンン」」」」のののの

策定策定策定策定にににに着手着手着手着手したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

次次次次にににに、、、、環境環境環境環境保全保全保全保全のためののためののためののための新新新新たなたなたなたな財財財財源源源源のののの確保確保確保確保についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、

入入入入島島島島税税税税等等等等のののの導入導入導入導入にににに向向向向けたけたけたけた内内内内部部部部検討検討検討検討のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、「「「「屋久島町新屋久島町新屋久島町新屋久島町新たなたなたなたな財財財財源源源源
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確保確保確保確保対対対対策策策策検討検討検討検討会会会会」」」」をををを１５１５１５１５名名名名のののの委員委員委員委員でででで組組組組織織織織しましたしましたしましたしました。。。。

このこのこのこの検討検討検討検討会会会会ではではではでは、、、、入入入入島島島島税税税税のののの導入導入導入導入にににに向向向向けたけたけたけた調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究にににに止止止止まらまらまらまらずずずず、、、、入入入入

山山山山料料料料、、、、環境環境環境環境キキキキップップップップ、、、、使使使使用用用用料料料料、、、、協協協協力力力力金金金金などなどなどなど様様様様々々々々なななな方法方法方法方法をををを検討検討検討検討しししし、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島

でででで実施実施実施実施したしたしたした場場場場合合合合ののののメメメメリリリリットットットット、、、、デデデデメメメメリリリリットットットットあるいはあるいはあるいはあるいは課題課題課題課題をををを整理整理整理整理してきましてきましてきましてきま

したしたしたした。。。。

昨年昨年昨年昨年５５５５月月月月２２２２８８８８日日日日にににに第第第第１１１１回回回回検討検討検討検討会会会会をををを開催開催開催開催しししし、、、、これまでこれまでこれまでこれまで６６６６回回回回検討検討検討検討会会会会をををを開開開開

催催催催しておりしておりしておりしており、、、、ほほほほぼぼぼぼ全全全全てのてのてのての項目項目項目項目のののの協議協議協議協議はははは終了終了終了終了したところでありますしたところでありますしたところでありますしたところであります。。。。

今今今今後後後後のののの予定予定予定予定としてはとしてはとしてはとしては、、、、年度年度年度年度内内内内にこれまでのにこれまでのにこれまでのにこれまでの内内内内部部部部議論議論議論議論のののの結結結結果果果果をををを取取取取りまりまりまりま

とめとめとめとめ、、、、新年度新年度新年度新年度になりましたらになりましたらになりましたらになりましたら議議議議会会会会をををを含含含含めためためためた関係関係関係関係機機機機関関関関、、、、団団団団体体体体、、、、有有有有識者等識者等識者等識者等

でででで組組組組織織織織するするするする協議協議協議協議会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

私私私私としてはとしてはとしてはとしては、、、、このこのこのこの協議協議協議協議会会会会でこれまでのでこれまでのでこれまでのでこれまでの内内内内部部部部協議協議協議協議のののの結結結結果果果果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、

一定一定一定一定のののの考考考考ええええ方方方方をををを取取取取りまとめたいとりまとめたいとりまとめたいとりまとめたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、世世世世界界界界自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録２０２０２０２０周年周年周年周年のののの記念記念記念記念イベイベイベイベンンンントトトトにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、新新新新たたたた

なななな財財財財源源源源のののの徴徴徴徴収収収収方法方法方法方法やややや使途使途使途使途目的目的目的目的などなどなどなど基本的基本的基本的基本的内内内内容容容容とととと、、、、導入導入導入導入にににに向向向向けたけたけたけたススススケケケケジジジジ

ュュュューーーールルルルをををを公公公公表表表表したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

次次次次にににに、、、、本町本町本町本町のののの財財財財政運営政運営政運営政運営についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、地地地地方方方方税収税収税収税収入入入入はははは緩緩緩緩ややややかかかか

なななな伸伸伸伸びがびがびがびが見見見見込込込込まれるまれるまれるまれる一方一方一方一方、、、、社社社社会保会保会保会保障障障障関係関係関係関係経経経経費費費費のののの自然増自然増自然増自然増やややや公公公公債債債債費費費費がががが依依依依然然然然

としてとしてとしてとして高高高高いいいい水準水準水準水準でででで推推推推移移移移することすることすることすること等等等等によりによりによりにより、、、、しばらくはしばらくはしばらくはしばらくは大変大変大変大変厳厳厳厳しいしいしいしい財財財財政政政政

運営運営運営運営をををを強強強強いられるといられるといられるといられると認認認認識識識識いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。

そのそのそのその主主主主なななな原原原原因因因因はははは、、、、平成平成平成平成 24 年度年度年度年度末末末末でのでのでのでの町町町町債残債残債残債残高高高高がががが約約約約 141 億億億億 3 千千千千万万万万円円円円

でありでありでありであり、、、、元利元利元利元利償還償還償還償還金金金金とととと合合合合わせてわせてわせてわせて全全全全額額額額がががが交付税措交付税措交付税措交付税措置置置置されるされるされるされる臨臨臨臨時時時時財財財財政政政政対対対対策策策策

債債債債をををを除除除除いたとしてもいたとしてもいたとしてもいたとしても、、、、そのそのそのその残残残残高高高高はははは約約約約 102 億億億億 8 千千千千万万万万円円円円というというというという多多多多額額額額のののの残残残残

高高高高がありがありがありがあり、、、、そのそのそのその返返返返済済済済のためのためのためのため毎毎毎毎年年年年約約約約 18 億億億億 2 千千千千万万万万円円円円のののの支支支支出出出出をしなければをしなければをしなければをしなければ

ならないところにありますならないところにありますならないところにありますならないところにあります。。。。

町町町町債債債債のののの借借借借入入入入額額額額はははは、、、、公公公公債債債債費費費費負負負負担担担担適正化計画適正化計画適正化計画適正化計画にににに則則則則りりりり、、、、新規新規新規新規地地地地方方方方債債債債発行発行発行発行のののの

抑制抑制抑制抑制にににに努努努努めめめめ、、、、将将将将来来来来のののの公公公公債債債債費費費費のののの削削削削減減減減にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要がありますががありますががありますががありますが、、、、

財財財財源源源源のののの許許許許すすすす限限限限りりりり、、、、交付税措交付税措交付税措交付税措置置置置のないのないのないのない高高高高いいいい利利利利率率率率でででで借借借借りているりているりているりている町町町町債債債債のののの繰繰繰繰上上上上

償還償還償還償還やややや、、、、借借借借換換換換などによるなどによるなどによるなどによる平平平平準準準準化化化化をををを図図図図るなどのるなどのるなどのるなどの対対対対策策策策にににに努努努努めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある

とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

またまたまたまた、、、、地地地地方方方方交付税交付税交付税交付税はははは合併特例法合併特例法合併特例法合併特例法によるによるによるによる特例特例特例特例措措措措置置置置でででで、、、、旧町旧町旧町旧町のののの合算合算合算合算額額額額がががが

交付交付交付交付されておりましたがされておりましたがされておりましたがされておりましたが、、、、法特例法特例法特例法特例のののの期限切期限切期限切期限切れによりれによりれによりれにより平成平成平成平成 27 年度年度年度年度からからからから
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平成平成平成平成 31 年度年度年度年度までのまでのまでのまでの 5 年間年間年間年間でででで、、、、屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町としてのとしてのとしてのとしての算定算定算定算定額額額額までまでまでまで減額減額減額減額されされされされ

ることになりますることになりますることになりますることになります

したがいましてしたがいましてしたがいましてしたがいまして、、、、今今今今後将後将後将後将来来来来にわたってにわたってにわたってにわたって安安安安定定定定したしたしたした財財財財政運営政運営政運営政運営をををを進進進進めていめていめていめてい

くためにはくためにはくためにはくためには、、、、さらにさらにさらにさらに徹底徹底徹底徹底したしたしたした行行行行財財財財政政政政のののの改革改革改革改革によるによるによるによる歳歳歳歳出出出出のののの削削削削減減減減にににに努努努努めるめるめるめる

必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。

しかししかししかししかし、、、、いつもいつもいつもいつも緊縮緊縮緊縮緊縮的的的的なななな財財財財政運営政運営政運営政運営ばかりではばかりではばかりではばかりでは地地地地域経域経域経域経済済済済のののの活性化活性化活性化活性化はははは図図図図

れませんのでれませんのでれませんのでれませんので、、、、今回今回今回今回のののの補補補補正正正正予算予算予算予算のようにのようにのようにのように、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島にとってにとってにとってにとって有有有有益益益益でででで有有有有利利利利

なななな補助補助補助補助事業事業事業事業はははは積積積積極極極極的的的的にににに活用活用活用活用するなどするなどするなどするなど、、、、隠忍隠忍隠忍隠忍自自自自重重重重とととと積積積積極性極性極性極性をうまくをうまくをうまくをうまく使使使使いいいい
いんにんじちよういんにんじちよういんにんじちよういんにんじちよう

分分分分けたけたけたけた、、、、メメメメリハリリハリリハリリハリのののの利利利利いたいたいたいた財財財財政運営政運営政運営政運営にににに努努努努めてまいるめてまいるめてまいるめてまいる所存所存所存所存でありますでありますでありますであります。。。。

冒冒冒冒頭頭頭頭にもにもにもにも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、、、、屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町はははは合併合併合併合併 5 周年周年周年周年がががが経経経経過過過過しししし、、、、ここここ

れかられかられかられから新新新新たなたなたなたな歩歩歩歩みをみをみをみを始始始始めるめるめるめる重要重要重要重要なななな時時時時期期期期にあるとにあるとにあるとにあると認認認認識識識識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、、、、本年本年本年本年はははは世世世世界界界界自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録 20 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる、、、、記念記念記念記念すべきすべきすべきすべき年年年年にににに

なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、後世後世後世後世にににに残残残残すべきすべきすべきすべき貴重貴重貴重貴重なななな自然自然自然自然資資資資源源源源のののの保保保保護護護護とととと管管管管理理理理のありのありのありのあり方方方方

についてについてについてについて、、、、きちんときちんときちんときちんと議論議論議論議論しししし一定一定一定一定のののの方向方向方向方向性性性性をををを導導導導きききき出出出出したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

屋久島屋久島屋久島屋久島のののの存在存在存在存在とととと自然自然自然自然資資資資源源源源はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで私私私私たちにたちにたちにたちに多多多多くのくのくのくの恵恵恵恵みをみをみをみを与与与与えてえてえてえて

くれましたくれましたくれましたくれました。。。。

先先先先人人人人たちはたちはたちはたちは、、、、このこのこのこの恵恵恵恵みをうまくみをうまくみをうまくみをうまく活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら日日日日々々々々のののの生生生生活活活活をををを積積積積みみみみ重重重重ねねねね、、、、

今今今今のののの私私私私たちがたちがたちがたちが存在存在存在存在するわけですがするわけですがするわけですがするわけですが、、、、そのそのそのその内内内内容容容容はははは温暖温暖温暖温暖なななな気気気気候候候候にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた

大大大大地地地地とととと豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海からからからから生生生生産産産産されるされるされるされる一一一一次産次産次産次産品品品品、、、、屋久島屋久島屋久島屋久島ならではのならではのならではのならではの資資資資源源源源をををを活活活活

用用用用したしたしたした加工加工加工加工品品品品、、、、さらにはさらにはさらにはさらには自然自然自然自然にににに魅魅魅魅せられせられせられせられ訪訪訪訪れるれるれるれる方方方方々々々々によってもたらさによってもたらさによってもたらさによってもたらさ

れるれるれるれる経経経経済済済済効果効果効果効果などなどなどなど多多多多種種種種多多多多様様様様でありますでありますでありますであります。。。。

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、このようなこのようなこのようなこのような恵恵恵恵みはみはみはみは無無無無尽蔵尽蔵尽蔵尽蔵ではなくではなくではなくではなく、、、、有有有有限限限限であることはであることはであることはであることは誰誰誰誰

もがもがもがもが理理理理解解解解しているわけですからしているわけですからしているわけですからしているわけですから、、、、世世世世界界界界自然遺産自然遺産自然遺産自然遺産のののの地地地地としてのとしてのとしてのとしての管管管管理方法理方法理方法理方法

がががが問問問問われているこのわれているこのわれているこのわれているこの時時時時期期期期にににに、、、、利活用利活用利活用利活用のためののためののためののための具体的具体的具体的具体的ななななルルルルーーーールルルルづづづづくりくりくりくり着着着着

手手手手することはすることはすることはすることは当当当当然然然然のことであるとのことであるとのことであるとのことであると思思思思いますいますいますいます。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、世世世世界界界界自然遺産自然遺産自然遺産自然遺産「「「「屋久島屋久島屋久島屋久島」」」」がががが決決決決してしてしてして色褪色褪色褪色褪せることがなきようせることがなきようせることがなきようせることがなきよう、、、、

町民町民町民町民がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてめてめてめて参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

そしてそしてそしてそして、、、、新新新新たなたなたなたな歩歩歩歩みをみをみをみを始始始始めるにあたってはめるにあたってはめるにあたってはめるにあたっては、、、、適適適適切切切切なななな時時時時期期期期にきちんとにきちんとにきちんとにきちんと

決決決決断断断断することがすることがすることがすることが大事大事大事大事でありますのででありますのででありますのででありますので、、、、そのことをしっかりとそのことをしっかりとそのことをしっかりとそのことをしっかりと肝肝肝肝にににに銘銘銘銘じじじじ、、、、

屋久島町屋久島町屋久島町屋久島町のののの将将将将来来来来がががが限限限限りなくりなくりなくりなく開開開開けけけけ、、、、かつかつかつかつ前前前前進進進進するようなするようなするようなするような町政町政町政町政をををを推推推推進進進進してしてしてして

参参参参りますのでりますのでりますのでりますので、、、、今今今今後後後後ともともともともごごごご指指指指導導導導・・・・助助助助言言言言をををを賜賜賜賜りますようよろしくおりますようよろしくおりますようよろしくおりますようよろしく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。。。。


