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壱岐島地域振興計画 
 
第１節 地域の概況 

（１）概要 
福岡県と長崎県対馬の中間地点に位置し、南北約１７km、東西約１５

km、面積約１３９k㎡で玄界灘・対馬海峡に面している。 
壱岐島、大島、長島、原島、若宮島の５つの有人島と、１９の無人島

で構成されている。 
一般に丘陵性の台地をなし、最高峰「岳ノ辻」が約２１３ｍであり、

なだらかな広がりを見せる平坦な島である。東部の幡鉾川下流には、県
下でも有数の平野が広がっている。 
壱岐は海岸と丘陵部分の自然景観に恵まれ昭和４３年には「壱岐対馬

国定公園」、さらに昭和５３年には「海域公園地区」も指定されている。 
気候は、対馬暖流の影響を受けて、おおむね温暖な海洋性気候であり、

年間降水量は全国的にも多い方に属する。 
人口は平成２２年国勢調査では２９，３７７人となっていて、人口減

少が著しく、また、高齢化も急速に進んでいる。 
壱岐は、中国の歴史書『魏志倭人伝』に一支國として記述されている

ように、古くから大陸文化の中継地として重要な役割を持っており、国
指定特別史跡の「原の辻（はるのつじ）遺跡」、国指定史跡の「勝本城跡」
をはじめとして、県下に類を見ない巨石古墳群など、貴重な歴史遺産が、
古代から近代に至るまで数多い。 

（２）交通 
九州本土へは、佐賀県唐津東港まで約４２㎞、福岡県博多港まで約６

６㎞である。また対馬厳原港までは約６７㎞の位置にある。 
古くから九州北部、特に福岡市との結びつきが強く、経済圏も福岡市

を中心とした北部九州地域に広がっている。 
島外へは空路について１路線（長崎）、航路については３航路（長崎県

対馬、佐賀県、福岡県）が開設されている。 
島内交通については、国道、県道、市道の総延長は１，４４２km に及

び道路網の発達した地域である。しかし、狭く、折れ曲がった道路が多
く、交通障害が生じているので、改良を急いでいる。 

（３）産業・交流 
産業は農業、漁業、建設業となっている。産業別就業者数は、第１次

産業の比率が高いのが特徴だが、その割合は減少傾向にあり第３次産業
が増加してきている。 
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農業は、肉用牛、水稲、葉たばこを基幹作物とし、その他いちご、ア
スパラガス、メロン等を特産物としている。 
耕地の利用率は高く、水田の基盤整備も県内では最も進んでいる。 
水産業は、壱岐の周辺には対馬暖流と九州沿岸流が交差する潮境が形

成され、また、多くの天然礁が点在する好漁場に恵まれているので、イ
カ、ブリ等の釣漁業をはじめ、定置網、採介藻、刺網等のほか内湾域で
は魚介類の養殖が行われている。 
水産加工は、イカ、ウニ等壱岐の資源を活用した加工が行われている。 
その他、地場産業として壱岐焼酎などがある。 
観光客の来島は、海水浴を中心として夏場に集中していて、年々減少

傾向にある。島内には、自然景観や温泉のほか、国指定特別史跡「原の
辻遺跡」をはじめ、古墳群や神社群など数多くの歴史資源がある。平成
２２年３月には、壱岐の貴重な歴史・文化資源等を活用し、島全体の地
域振興を図ることを目的に「壱岐市立一支国博物館・長崎県埋蔵文化財
センター」が開館した。また、国の重要無形民俗文化財の指定を受けて
いる「壱岐神楽」は、約７００年の古い伝統と歴史を持つ神事芸能で、
大きな観光資源の一つとなっている。さらに、壱岐は対馬とともに壱岐
対馬国定公園に指定されていて、風光明媚な海岸線や砂浜が点在するな
ど自然環境に恵まれている。今後は、こういった地域固有の観光資源を
磨き上げて、「滞在交流型観光メニュー」を創出し、交流人口の拡大を図
るとともに、観光拠点の整備、体験観光施設の整備、体験観光誘致など
をさらに推進する必要がある。 
 
第２節 離島振興の基本方針 
 
１ 基本理念 

玄界灘に浮かぶ壱岐は、人が自然とともに生き、暮らしの中に歴史、
文化が生きている島であり、また、かけがえのない自然は農業資源・水
産業資源として、また、歴史・文化遺産とともに観光資源として活用で
き、さらに、福岡都市圏に近いことから都市と地域間交流が様々な分野
で期待できる島である。 
この自然と歴史の特長を活かし、自然環境を護り、住む人にも訪れる

人にも癒される島づくりを全島一丸となって進め、島づくりは「人づく
り」に原点があるという基本認識を、あらゆる施策に反映しながら、魅
力あふれるこれからの壱岐の創造を目指す。 
以上のような考え方から、壱岐島の離島振興の基本理念を次のように

定めるものとする。 
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２ 基本的方向性 

壱岐島地域振興基本理念にもとづく具体的な施策を実施するにあたり、
以下のような基本方針を設定する。 
また、国指定特別史跡の「原の辻遺跡」等の古代ロマンと地理的表示

の産地指定を受けた麦焼酎などの資源を活用した壱岐のしまごと魅力ア
ップによる福岡都市圏からの交流拡大と産業振興によるしまの活性化を
目的とした長崎県総合計画の政策横断プロジェクト「しまは日本の宝戦
略」における、『古代ロマンと麦焼酎のしま「壱岐プロジェクト」』をふ
まえ、壱岐地域全体の活性化につながるよう、具体的施策を展開してい
く。 
 
１ 産業振興で活力あふれるしまづくり 

産業の活性化は就業機会の創出や所得の向上をもたらし、壱岐の活力
を生む重要な柱となる。安全・安心の食の供給拠点づくりを推進すると
ともに、福岡都市圏に近い立地特性を活かし、壱岐ブランドの確立や交
流人口の増加による地域経済の振興を目指す。 
このため、環境と調和の取れた持続的な農業や農業の近代化、地域間

交流（グリーン・ツーリズム）の活性化を推進し、自然と共生できる壱
岐に根づく農業の振興を図る。また、漁業生産基盤の整備、栽培漁業・
資源管理型漁業の推進、流通加工体制の整備等による漁業の安定生産を
目指すとともに、恵まれた資源の活用による水産業の振興を図る。さら
に、商店街を単なる商品の販売や食事の提供ばかりではなく、壱岐の風
情ある街並みを演出し、高齢者にもやさしく便利な生活の支援となる場
とするなど、活気あふれる商業の振興を図る。壱岐の個性を発揮する地
場産業を振興するため、壱岐ブランドの確立や、農漁業の６次産業化の
推進、農業や漁業と一体となった流通体制の構築、地域産業を担える後
継者の確保を図る。また、地域固有の観光資源を磨き上げ、「壱岐ならで
は」の滞在交流型観光メニューを創出しながら、島民一丸となっておも
てなしの心を育み、異業種との連携を推進し、魅力ある観光振興を図る。 
 
２ 福祉・健康づくりの充実で安心のしまづくり 

海とみどり、歴史を活かす癒しのしま、壱岐 

~自ら関わり、ともに創る自然のしまづくり~ 

壱岐島地域振興基本理念 
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すべての住民が健康で幸せな生活を送るため、共に支え合い、共に生
きる、安心とゆとりに満ちた温かい社会を創る必要がある。 
このため、子どもから高齢者まで、「自分の健康は自分でつくる」とい

う健康管理意識を基本に、いつまでも明るく健康な生涯を過ごせるここ
ろと身体づくりを目指すなどの生涯にわたり健康に暮らせる社会づくり
を推進する。また、高齢者が、豊富な知識や経験、技術を活かし、地域
社会において積極的な役割を果たし、いきがいをもって生活できる環境
づくりを推進するなどの高齢者が元気なまちを目指す。保健・医療・福
祉が連携して高齢者や障害者等を支援し、高齢者同士が支え合う地域福
祉のシステムやコミュニティづくり、ボランティア活動をしやすい環境
をつくるなどの安心、ゆとりのある福祉社会を実現する。さらに、育児
と仕事の両立を支援する体制づくり、母子・父子家庭など経済的基盤が
弱くなりがちなひとり親家庭の援護強化など、ゆとりと優しさではぐく
む子育て環境を実現する。 
 
３ 自然を活かした、環境にやさしいしまづくり 

壱岐の恵まれた自然を護り、自然との調和を図りながら魅力あふれる
空間を創出し、また、資源循環型社会を目指すとともに、自然災害や犯
罪を防止し安全・安心で暮らしやすいまちづくりを進める。 
このため、広域的な取組で環境保全意識の高揚、公害の防止、健全な

生態系の保持、自然とのふれあいを促すなど、豊かな自然環境の保全と
生活環境の創造を推進する。また、広域的な取組で公共用水域の水質保
全、下水道などの整備を推進するなど、環境にやさしい壱岐づくりを実
現する。さらに、各種防災施設の整備を推進する他、地域ぐるみで防災・
防犯意識の高揚、防災・防犯体制づくりを進めるとともに、幼児・児童・
高齢者・身体に障害を持つ人など、立場に立った、各種交通安全施設を
整備するなど、安全・安心の確保を行う。 
 
４ 心豊かな人が育つしまづくり 

誰もが気軽に学習できる多様な学習機会を整備して生涯学習社会の形
成に努める。また、文化活動としては、「壱岐ならでは」の文化を次世代
に伝え、文化遺産を住民共通の財産として未来につなげる。 
このため、総合的な学習を通して、健やかな精神と身体、創造的な知

性、豊かな感性を養いながら「自立できる人づくり」を進めるなど、次
世代を担う壱岐っ子の健全育成を行う。また、家庭教育から学校教育、
青少年教育、成人教育、女性教育、高齢者教育に至るまで、生涯を通じ
た学習機会の充実・体系化を図るなど、生涯学習を推進する。生涯スポ
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ーツ活動を推進する広域的な体制を整備して、住民誰もが、気軽にスポ
ーツに取り組める機会を拡充するなど、生涯スポーツを推進する。「壱岐
ならでは」の文化を次世代に伝えて、地域に根ざした特色ある芸術・文
化を創造し、次世代へ伝承していくなど、心豊かな人を育む芸術・文化
を創造する。さらに、歴史的文化遺産を住民共通の財産として、保存・
公開することにより、地域の歴史や文化を多くの人々と共有し、その重
要性を広く伝えていくなど、歴史的文化遺産の保護と活用を行う。 
 
５ 国内外交流が盛んなしまづくり 

「壱岐は一つ」の思想のもとに地域内の連携を深めつつ、福岡都市圏
との交流を深め魅力あふれる地域づくりをすすめるため、交通体系の整
備や情報ネットワークの確立に努める。 
このため、島内道路網の改良、公共交通手段の将来的な展望にたった

調査・研究を進め、地域の利便性・快適性・機能性を高める道路・公共
交通を整備する。フェリーターミナル等、港の利便性向上・充実を目指
し、壱岐の活性化に直結した交流機能としての港湾・漁港の整備を進め
る。また、島外交通体系の強化を図るなど、交流を高める交通体系の整
備や社会・経済・生活環境をより豊かに実感できるまちづくりを行う。
さらに住民参加の情報ネットワークづくりを進めるなど、地域に活力を
持たせる光ケーブル網の活用を図り、国内外交流を促進するための施設
及び体制づくりを推進し、国際感覚豊かな人材の育成や壱岐に来訪する
外国人のための受け皿づくりを進めるなど、多様な交流によるまちづく
りの推進を行う。 
島外との交流を深めていくためには、人、物の移動に要する費用の低

廉化が必要であるため、国策として航路運賃が本土における基本的な移
動手段である本土の陸上交通機関並みとなるよう運賃のさらなる低廉化
を関係各所に働きかけていくとともに、本土との輸送コストの低減を図
るための支援を行う。 
 
６ 様々な人が関わり合うしまづくり 

まちづくりは「そこに住む人々自らの創意と力の結集によってつくり
あげていくもの」であり、自治会、ボランティア団体などとのネットワ
ークを充実させるとともに、まちづくりリーダーを育成し、ともに創る
まちづくりに取り組む。 
このため、住民や団体・産業界がまちづくりの主体として責任ある関

わりを強めるなど、ともに創るまちづくりを進めるなどの住民参加のま
ちづくりを推進する。また、住民ひとりひとりがお互いの個性を尊重し
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あい、男女が自らの意思によって、あらゆる分野において活動に参画す
る機会を確保するなどの人権の尊重と男女共同参画の推進を図る。さら
に、住民サービスの充実を目指し、中長期的な展望に立った財政計画の
もと、自主財源の確保や財源の重点的かつ効率的な配分に努めるなど、
効率的な行財政の充実を行う。 
 
 
これらの達成のためには壱岐の住民・各種団体・産業界・教育界・行

政がともに協力しながら、壱岐の未来を創っていくことが大切であり、
以下の牽引プロジェクトを設定し、島の産・官・民が一体となって島づ
くりに取り組む。 

①いきいきわくわく観光コンビニエンス構想 
歴史と自然、福岡との近接性に恵まれた壱岐の特長を最大限に活用

し、観光関連事業者をはじめ、農業・水産業・地場産業をはじめ全て
の島民が心を一つにして壱岐の観光をもり立てる観光の島づくりを
展開し、そのための受け入れ態勢の整備や島民のおもてなしの心の醸
成、観光施設等の充実に努める。 

②めざせ日本一！いきいき食の原産国構想 
自然と気候・風土を活かした農業・水産業を振興し、農水産物を原

材料とする加工業の取組にも力を注いで、ブランド化の推進や流通・
販売体制の整備に島民が一体となって取り組み、産業の活性化と雇用
の確保に向けた食の原産国づくりを進める。 

③古代浪漫の宝庫！歴史と文化の島づくり構想 
弥生時代・古墳時代はもとより、元寇襲来時などの貴重な歴史遺産、

多くの神社仏閣が存在している。こうした歴史遺産を効果的に結び付
けるため、一支国博物館を核として壱岐の歴史・文化の発信や、学習・
教育施設として活用し、観光の活性化にも役立てるよう歴史と文化の
島づくりに取り組む。 

④蛍が乱舞！悠々快適いきいきアイランド構想 
全国的にも誇ることのできる、かけがえのない自然を守るため、ご

みの減量化や資源リサイクルに島を挙げて取り組む。また、誰もが活
き活きと快適に暮らせるよう福祉の充実に努めるなど、悠々として快
適な島の暮らしの実現に取り組む。 

 
第３節 計画の内容 
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１ 交通施設及び通信施設の整備、人の往来及び物資の流通に要する費
用の低廉化その他に関する事項 

壱岐の活力を育むためには、今後地域内はもとより、地域を越えた交
流の促進が重要な課題となる。人・もの・情報の活発な交流や生活の基
盤となる交通体系・情報ネットワークの確立に努め、壱岐の生活・生産・
文化機能を向上させるとともに、地域の個性を発揮し、魅力を高める地
域づくりを行う。 
 
（１）交通体系の整備 

①島外との交通 
島の玄関口である港湾・漁港の機能充実、ターミナル・アクセス道路

等の周辺整備による港の利便性のさらなる向上を図る。 
航空路の利便性の向上に努めるほか、航路については、船舶の大型化・

高速化、フェリー内の空間の充実、各交通機関の乗り継ぎなどの待ち時
間解消を交通事業者に働きかけ、住民・観光客等の交流促進、壱岐定住
化促進（福岡の通勤圏化）を図る。 

②島内交通 
地域活性化の基盤となる幹線道路の交通の円滑化、安全性向上、防災

機能向上のため、幅員の拡幅・歩道整備など、国道、主要地方道、一般
県道の計画的な道路整備による幹線道路網の形成を進める。 
生活道路といわれる市道等は、計画的な道路改良や維持・補修に努め

るとともに、地域の協力を得ながら狭い道路の機能性・利便性・快適性
の向上を図り、生活に密着した安全で人に優しい道路として整備を進め
る。 
公共交通機関は、郷ノ浦町を中心にバス路線が配置されているが、マ

イカーの利用や人口減少により乗合バスの利用者数は減少している。交
通弱者といわれる高齢者や子ども、障害者などの通院、通学、また買い
物など日常生活の移動手段として乗り合いバスを確保しつつ、地域の実
情に応じた運行形態の見直しに努めるとともに、コミュニティバスの運
行等、公的な交通手段についての将来的な展望に立った調査・研究を進
める。 
本島と架橋されていない有人島として大島・長島・原島の三島があり、

市営の三島航路により本島と接続されている。本航路は島民の通院・通
学・通勤・日用品の買出し運搬等の生活航路として欠くことができない
唯一の交通機関であるため、安全な航行のための施設の整備・改修を行
い、また当該航路の実情にあった経営改善を図り、航路の維持に努めて
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いく。 
また、観光については、乗合バスの不足などからタクシーやレンタカ

ーを利用せざるを得ないが、借り上げ料が本土と比較して高額なため、
旅行費用の割高感を与えている状況であるので島内２次交通の改善を図
る。 
 
（２）通信体系の整備 

情報通信技術は、時間や距離という離島のハンデに関係なく情報を収
集・発信することができ、住民生活の利便性を向上させ、産業でも必要
不可欠なインフラとなっている。壱岐市では加入者系光ファイバー網を
地域情報通信基盤施設整備事業で整備し、防災情報の提供、ケーブルテ
レビによる地上デジタル放送の再送信・自主放送サービス（テレビの難
視聴世帯の解消）、低額な超高速インターネットサービス等を提供してい
る。 
今後これらのインフラを住民サービスの向上に活用するため、独居老

人等見守りシステムの導入や教育、福祉、医療、防災、行政等の各分野
での検討を行う。 
また、携帯端末の急速な普及は無線環境の早急な整備が望まれていて、

情報活用の多様化に対応できる施策や人材の確保・育成、相談窓口等の
設置など、行政の支援体制を整える。 
 
（３）人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化 

本土との人の往来に関しては、壱岐市、対馬市と福岡市の博多港を結
ぶ「フェリーきずな」が国の交付金を活用して建造され、平成２４年４
月に就航した。就航に併せて、この航路すべてのフェリーとジェットフ
ォイルの運賃が２割引き下げられたため、島民の経済的負担軽減と壱岐
地域の経済活性化が期待される。今後は航路運賃が本土における基本的
な移動手段であるＪＲ並みとなるよう、さらなる低廉化を関係各所に働
きかけていく。 
物資の流通に要する費用、特に、島内産品の本土地区との輸送に関す

るコストは、農業、水産業をはじめとする地場産業の競争力を低下させ
る要因となっている。 
このため、本土地区との輸送コストの低減を図り、農業者や水産業者

の経営の安定に資するため、輸送コストに対する支援を行う。 
また、農林水産物の輸送コスト対策として加工流通施設の整備等を進

め、離島の実情にあった流通体系を構築する。 
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２ 産業振興等に関する事項 

農業、水産業、地場産業である焼酎・ウニ加工は、景気の低迷や輸入
品の増加などにより伸び悩んでいるが、食の安全・安心に対する消費者
の関心が高まっている中、安全でおいしい農産品・水産品・加工製造品
を生産して壱岐のイメージ向上を図るとともに、第１次産品生産者・加
工業者・消費者・販売業者などが連携して産地ブランド化を推進し、就
業機会の創出や所得の向上につなげる「めざせ日本一！いきいき食の原
産国構想」に取り組む。 
既存の産地ブランドとしては、島内の全５漁協でケンサキイカの出荷

方法を改良し品質に基準を設けた「壱岐剣（いきつるぎ）」がある。今後
は個々の業種で付加価値の高い産品を開発するとともに、壱岐島全体の
知名度向上のために異業種にわたる統一ブランドが必要であり、販売者、
製造・加工業者、漁協、農協、観光業者等が連携して、基準や販売方法
を検討し「壱岐ブランド」化を推進する。 
また、他の産地との競争力をつけるために、原材料の共同仕入れや産

品の共同販売による運送経費や販売経費の縮減を図る異業種連携につい
て検討する。 
豊かな自然を活用したグリーン・ツーリズムを推進し、観光産業と連

携・補完することで交流人口の増加を図る。 

（１）農業 
肉用牛、水稲、葉たばこの基幹作物を中心に、いちご、アスパラガス、

メロンなど施設園芸を振興し、高収益型農業による経営の安定化を図り
主業農家を確保していく。さらに、安全でおいしい農畜産物の生産によ
る壱岐のイメージ向上を図るとともに、有機農業等の認証制度やエコフ
ァーマー認定制度の活用による産地ブランド化、耕種・畜産連携による
資源循環型農業の推進により環境に優しい環境と調和の取れた持続的な
農業を推進する。また、省力的な農業経営を推進し、多様な担い手を確
保・育成するとともに、水源涵養や自然環境の保全など公益的役割を担
っている農地の有効活用を図る。また、自然豊かな壱岐の魅力を発信し
ながら、観光と連携してグリーン・ツーリズムの推進を図る。 
特に肉用牛は、壱岐市の農業産出額全体の過半を占める基幹作目であ

り、第１０回全国和牛能力共進会での好成績を活かし「長崎和牛（壱岐
牛）」ブランドの確立を積極的に推進するとともに、繁殖雌牛の整備を進
め肉用牛の改良を加速化する。一方、高齢化等による飼養頭数の減少を
止めるため、集落営農組織による牛飼いへの取組やヘルパー組織による
労力支援システムの構築などを推進し、生産基盤の強化を図る。 
流通対策は、福岡都市圏等大消費地への流通拡大を図るなどマーケテ
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ィング活動を強化するとともに、消費者と直結した産地直販、農産物直
売所の増設や地元スーパーでの地場産野菜コーナーを開設する等、島内
需給を推進し、農業団体・行政が連携し流通の強化に努める。 
また、地場産業との連携による加工商品の開発、生産体制の整備を支

援するとともに地産地消の推進を図り、さらに農業の６次産業化の推進
を図る。 
このような農業生産活動を支えるため、優れた経営感覚を有する認定

農業者や地域営農組織等多様な担い手を確保するとともにＩターン、Ｕ
ターンなどの島外からの農業従事希望者の受け入れ態勢を整備する。ま
た、ゆとりある、意欲に満ちた農業経営を確立するために家族経営協定
の推進に努める。 
さらに、農業経営の基盤となる農地の整備を推進し、畑地帯において

は水源確保に努める等、立地条件に応じた区画整理を推進する。また、
農業生産条件の不利の補正、耕作放棄地の発生防止と解消、多面的機能
を有効に整備する。大区画ほ場を中心に農作業受託組織・集落営農等の
確立、大型施設・機械を導入することで効率化・高度化を推進し、担い
手への農地の集積、耕作放棄地の利用等農地の流動化を図る。併せて、
農村生活環境整備のため、農道の整備、地域の実情にあった生活排水処
理施設等を推進する。 
 
（２）水産業 
水産業の振興のため、生産基盤の整備については、港内の静穏度を高

め、短期蓄養を容易にするとともに、漁船の安全係留、漁業就業者の高
齢化に対応した施設等の漁港整備を推進する。また、周辺海域の生産性
を高めるために魚礁設置などの漁場整備、藻場造成により漁場環境の保
全を図るとともに、関係機関と連携し磯焼け対策に関する調査・研究を
推進する。併せて、密漁対策の強化など漁場の維持管理を図る。さらに、
漁村生活基盤整備として地域の実情にあった生活排水処理施設の整備等
を推進する。 
栽培漁業・資源管理型漁業の推進については、地域栽培基金の活用、

種苗生産施設の整備等により大量かつ安定的な種苗放流を展開するとと
もに、地域にあった資源管理手法を導入することで、資源の適正管理と
持続的利用を図る。また、市内の漁業集落の種苗放流、清掃活動等の地
域活動を支援する。 
流通・加工対策については、その体制を整備するため、流通面では離

島の不利な条件を克服し、流通の迅速化、効率化を図るとともに、活魚
出荷や水産加工、壱岐の主要水産物であるイカ、寒ブリ、ウニ等、地域
の資源を活かしたブランド化による漁獲物の高付加価値化を図る。また、
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福岡都市圏等大消費地への流通拡大を図るため、産地と消費者を結ぶ情
報ネットワークや効率的な出荷体制の整備を図る。さらに、島内住民や
観光客による地場消費の拡大のため島内流通体制の整備を推進する。加
工面では加工施設の整備を支援するとともに、漁村加工のほか地場産業
や観光等と連携し、加工販売をする６次産業化の推進を図る。 
このほか、担い手の育成・支援については、認定漁業者の確保、漁業

後継者の育成、壱岐島外からの新規就業者増加を目指して就業情報発信
を強化するとともに、既存漁業者に対する各種施策を推進し、漁業者グ
ループへの活動支援を行う。 
 
（３）地場産業 
地場産業については、優れた特産品や名産品の原料の島内生産の振興

を図るとともに、焼酎、ウニなど既存の特産品について、付加価値を高
めるため原材料の島内生産・確保の推進を図り、また、新たな壱岐ブラ
ンド商品の開発、産地ブランドの確立を推進する。 
特産品の知名度向上や島内流通体制の促進を図るとともに、定期的な

情報発信を実施し、通信販売を含めて流通販売システムを再構築する。 
地場産業の後継者、起業者を支援し、伝統産業の保存継承等を推進す

る。企業誘致のため、積極的な働きかけと支援に努める。 
 
（４）商業 
商業については、商店の近代化、店づくり、人材・後継者の育成、消

費の島外流出防止対策等を、商工会等関係機関と連携して推進すること
で、個々の商店が消費者にとって魅力のある店として活性化を図るとと
もに、活気ある商店街を作るため、空き店舗等を観光・福祉施設として
活用し商店街の活性化を図るなど、住民・観光客が積極的に利用できる
様々なスペースの提供を推進する。また、壱岐の風情ある街並みを演出
し、散策できる心豊かな空間を創出する。さらに高齢者にも優しく便利
な生活の支援となる場づくりに努める。 
その他、農・水産業と連携した朝市等の開催を支援する。 

 
３ 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項 

壱岐では、島内の人口が３万人を割り、高齢化が深刻となっている。
高等学校の卒業生で就業希望者や島外進学者の卒業後の島内における就
職が重要な課題である。 
壱岐の次世代を担う若年層の島内定着を推進するために、高等学校及

び公共職業安定所と連携して新規学校卒業者の採用枠確保に努める。 
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また、島内において、優秀な人材の確保、壱岐地域の過疎化の防止及
び地元企業の活性化を図るために、労働力需給のミスマッチの解消に努
めるとともに、離島という不利な条件に左右されない業種や高速通信網
が整備された壱岐の利点を活用できる業種に的を絞った企業誘致活動を
積極的に行うなど、雇用の場の確保に努める。 
 
４ 生活環境の整備に関する事項 

壱岐は、海岸線とみどりが織りなす優れた自然環境に恵まれている。
自然環境は農・水産業、観光業の重要な資源として島を支えていて、島
民の生活と島を訪れた人々の心にやすらぎと潤いを与える大きな役割を
持っている。この豊かな環境を維持していくために「蛍が乱舞！悠々快
適いきいきアイランド構想」に取り組む。 
自然・生活環境を保全するためには住民の環境保全意識の高揚が重要

である。 
このため、住民が身の回りにある自然の価値を認識し、自然環境の保

全・管理に主体的に参加できる仕組みづくりや、学校教育、社会教育の
場において環境保全意識を啓発し、自然保護活動の指導者やボランティ
アの育成を進める。 
現在、各地域で老人会、婦人会、ボランティアグループなどが海岸清

掃、花いっぱい運動、廃棄物の減量やポイ捨てゼロ宣言などの運動に取
り組まれているので、その連携を支援し、河川・海岸等の清掃活動、植
樹緑化や花いっぱい運動などの活動を全島的に展開する。またＮＰＯや
地域づくり団体への緑地の管理委託などについて検討し、環境を住民自
身の問題として取り組む住民意識の啓発を進める。 
生活・消費活動の多様化に伴い増加傾向にあるごみが環境に深刻な影

響を及ぼしているため、これまで整備した廃棄物処理施設での広域かつ
効率的なごみ処理を継続するとともに、住民や事業者に対するリサイク
ル活動の普及・啓発及び生ごみの液肥化を推進し、廃棄物の有効活用に
よるごみの排出量の削減を目指す。 
環境保全のため、風力発電や太陽光発電等、地域資源を活用した新エ

ネルギーを積極的に取り入れ、活用分野の拡大を目指す。 
また、自然を守るだけではなく、島内外の人々の自然体験、癒しの場

として活用するため、河川・海岸・山林等を自然に配慮して整備し、生
態系の維持を図りつつ、自然と調和した公園としての壱岐山桜の里のよ
うな、地域特性を活かした公園などの整備を進める。 
居住環境については、市街地や住宅密集地における住環境の整備を図

るとともに、豊かな自然環境を活かした定住促進のための住宅地の整備
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に努め、老朽化した公営住宅の計画的な改修及び、新しい住宅需要に対
しても、若者の島外流出を防ぎ、Ｕ・Ｊ・Ｉターンの要望に応える整備
に努める。また、島民の憩いの場となる公園、緑地の整備を進め、住民
の協力により街並みの確保及びその景観確保の啓発活動を行い、快適な
住環境の整備に努める。 
上水道（簡易水道含む）については、地下水だけに依存しない給水体

制の実現のため節水型社会づくりの普及と水利用の合理化を推進する。
併せて老朽施設の計画的更新・耐震化の推進及び事業統合による効率化
を図るとともに安全で良質な水道水の安全供給を推進する。災害時のラ
イフライン確保のため、耐震性に優れた施設整備や供給ルートの多重化
を進めるとともに水道事業の安定経営を図る。 
下水道事業については、公共下水道、漁業集落排水事業、合併処理浄

化槽など、地域の実態に応じた排水処理施設を整備し、海や河川の水質
保全と生活環境の改善を図る。また、住民に対し排水処理対策の必要性
について啓発活動を行い普及に努める。 
汚泥再生処理センターにおいて、し尿処理、汚泥再処理を行うととも

に、正常運転に努める。 
生活の安全を確保するために、行政は消防施設・設備の充実、救急体

制の強化、緊急時の情報確保・ライフラインの確保などの危機管理体制
を整える。また交通安全の確保や防犯設備の整備に努め、住民が安心し
て暮らせる環境づくりを行う。併せて住民参加による火災予防運動、交
通安全活動、防犯活動を実施し、安全を守る意識を高める。さらに、高
齢者の地域見守り活動などを含めた消費生活に関するトラブル防止や食
の安全・安心確保対策などにも取り組み、すべての住民が安全に安心し
て暮らすことができる社会づくりを進める。 
 

５ 医療の確保等に関する事項 

島内の医療機関は中核となる壱岐市民病院の他、病院６施設、一般診
療所１７施設、歯科診療所１０施設が設置されているが、２次医療に必
要な診療科目が不足しているため、島外への患者流出が続いている。 
壱岐地域における唯一の総合的機能を有する壱岐市民病院にあっては、

２次救急と災害拠点病院に指定され、産科、小児、精神、結核、感染症
等の政策医療、あるいは不採算医療分野の機能を担うとともに、地元医
師会と充分協議しながら医療機能の連携強化を図り地域医療体制の確立
を目指し島内の医療サービスの充実に努め、地域公共ネットワークを活
用した診療情報ネットワークシステムを構築する。 
また、医師の臨床研修制度の影響により医師が都市部に偏在し、病院
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勤務医の過重労働等により離島勤務医師が不足しているが、壱岐地域も
取り分け医師確保が困難な状況にあるため、離島勤務医師の住環境施設
や常勤看護師の就労環境施設を整備し、医師・看護師確保対策の充実を
図る。 
保健予防は、生活環境の変化や高齢化の進展に伴う生活習慣病等の増

加による医療費・介護給付費の適正化が課題である。住民組織、職域、
行政機関が連携をとり、住民自らが健康をつくる・守る取組ができる支
援体制や環境づくりを推進するとともに、市民病院においては生活習慣
病に対する医療の確立のために健診センターの充実を図る。 
２次離島の妊婦及び島内産科医療機関での出産が困難な妊婦について

は、妊婦健診や出産にかかる交通費等の経済的負担の軽減を図り、母子
ともに安全・安心な出産を確保する。 
また、妊婦、乳幼児から高齢者に至るまで、各種健康診査の受診率の

向上を図り、保健指導体制の充実に努め、「壱岐市健康づくり計画」「壱
岐市食育推進計画」に基づき、関係機関と連携をとりながら住民協働で
住民主体の健康づくりの推進を図る。 
 
６ 介護サービスの確保等に関する事項 

介護保険関連の入所施設（平成２４年４月１日現在）として、特別養
護老人ホーム２施設（定員１６０人）、介護老人保健施設２施設（同１６
０人）、介護療養型医療施設２施設（同２６人）、認知症対応型共同生活
介護（グループホーム）１ユニット（同９人）が整備されている。入所
待機者の解消を図るため、今後、特別養護老人ホーム、認知症対応型共
同生活介護（グループホーム）の整備を推進する。 
介護サービスについては、高齢者のニーズにあったサービスを提供す

るため、在宅サービス、施設サービス及び地域密着型サービスの充実を
図るとともに、介護サービスに従事する人材の養成、確保や資質向上を
図り、また、利用者のサービス選択機会の拡大に向けて事業者の参入促
進や育成に努め、高齢者福祉施設の機能拡大、サービス充実に努めるな
どサービス供給基盤の充実を図り、介護が必要な人を地域全体で支える
社会の実現に努める。 
 
７ 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

社会福祉を充実させ、生涯を健康で快適に暮らしていくことができる
壱岐を目指し「蛍が乱舞！悠々快適いきいきアイランド構想」に取り組
む。 
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（１）高齢者福祉 
壱岐の老齢人口は平成２４年３月３１日現在で９，３８４人、高齢化

率は３１．９％となっている。要介護の出現率は２１．１％で、多くの
元気な高齢者が地域に暮らしている。伝統文化・技能の継承、青少年健
全育成活動など高齢者が専門知識・技能を活かせる環境を整備し、高齢
者の積極的な社会参加の促進に努める。さらにシルバー人材センターの
さらなる充実を図り、高齢者の就業の場の確保に努めるなど、高齢者が
地域社会において積極的な役割を果たし、いきがいをもって生活できる
環境作りを推進する。高齢者の豊富な知識や経験、技術を資産として、
地域の活性化を図る。また、高齢者の働きやすい職場環境や能力の開発
について研究を行う。 
高齢者の健康の維持・増進を図るとともに、在宅で安心して暮らせる

よう、生活支援サービスの充実に努める。 

（２）その他の福祉 
障害者福祉については、障害者が地域で安心して暮らせるよう、障害

者施設の整備、在宅サービスの充実、早期発見・早期療育の体制充実に
努め、誰もがその人らしい生活行動ができる社会づくりを推進する。ま
た、障害のある人の地域での参加・交流ができる環境づくりに努める。 
児童、母子・父子福祉については、幼稚園や保育所等を活用して保育

サービスの充実を図り、保育機能や幼児教育を充実するとともに、満３
歳未満の医療費無料化等、福祉医療制度の充実や、第２子以降の出産祝
金支給の継続など、安心して育児ができる支援体制を整備・継続する。
併せて、育児と仕事の両立を支援する体制づくりや、ひとり親家庭の援
護強化・福祉向上に努め、地域の実情に即した、地域での多様な子育て
支援体制の整備を図る。 
また、児童虐待やＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）、支援を必要

とする若者の増加等、近年の社会情勢が複雑、多岐に変化することによ
り発生する諸問題に、保健・医療・福祉など関係機関のさらなる連携強
化を図り、地域福祉のシステムやコミュニティづくりを推進し、諸問題
に丁寧に対応できる支援体制の充実・拡大を図る。 
社会福祉協議会活動を支援し、住民、ボランティアの参加による地域

福祉推進体制の確立に努める。また、学校教育・社会教育での福祉意識
啓発に努めるなど、福祉の心を育む機会となる学校でのボランティア体
験を支援するボランティア指導者の発掘、ボランティアの育成に努める。 
島内のボランティアグループでは、重度障害者の旅行の支援や、サマ

ーキャンプの開催、一人暮らしの老人への配食サービス、住宅補修サー
ビス、理髪サービスなどの活動が行われている。これらの活動の継続に
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努め、また複数のグループの連携を図る。 
全ての人にとって暮らしやすい、バリアフリーのまちづくりを推進す

る。 
 
８ 教育及び文化の振興に関する事項 

日本を代表する弥生時代の遺跡である「原の辻遺跡」（国指定特別史跡）
をはじめとして、県内に類を見ない巨石古墳群、元寇の古戦場、朝鮮出
兵時に豊臣秀吉の命により築城された勝本城跡（国指定史跡）など、古
代から近代に至る貴重な歴史的遺産が数多く存在する。これら大陸との
交流を背景とした歴史・文化遺産は地域の財産であるに留まらず、日本
の歴史にも深いかかわりを持つ全国的にも貴重な遺産であり、この遺産
を保存・活用し次世代に継承することは、地域の果たすべき重要な役割
である。 
原の辻遺跡の復元・整備を中心に、双六古墳や鬼の窟古墳など島内の

歴史的遺産との連携を図り、交流人口の拡大ひいては「しまごと博物館」
「しまごと大学」「しまごと元気館」の３つのしまづくりの方向性に基づ
く壱岐全体の振興につなげるための研究拠点施設「壱岐市立一支国博物
館・長崎県埋蔵文化財センター」を、貴重な歴史的遺産や豊かな自然環
境などとともに、体験、研究、学習、観光等の舞台として活用しながら、
持続的な活性化を目指す。 
さらに、古墳公園の整備、壱岐巨石古墳群の調査、歴史民俗資料館の

整備などにより、文化遺産の保護・継承及び有効活用を図る。 
また、原の辻遺跡の展示機能、学習機能を充実し、学校（幼稚園）教

育における教科指導等や高校生の離島留学制度「東アジア歴史・中国語
コース」、歴史をテーマにした生涯学習講座などに活用する。 
青少年の育成については、総合的な学習の時間を通して、健やかな心

身、創造的な知性、豊かな感性を養い、国際化、情報化に対応した「自
立できる人づくり」を進める。 
また、特色ある学校づくり、個性を伸ばす教育を進め、老朽施設の改

修、時代に対応した教育施設・設備の整備に努め、過疎化・少子化の中、
教育効果を高めるため学校規模の適正化に努める。さらに、地域への学
校情報の提供、地域の人材活用など、開かれた学校づくりを進め、育成
団体・社会教育関係団体と連携して、家庭・学校・地域社会が協力して、
多様な修学機会の確保に努め、青少年の教育、健全育成を進める。 
生涯学習については、生涯学習センター等多様化した生涯学習ニーズ

に対応した施設・設備の整備を図り、各施設間の情報ネットワークを構
築するなど、誰もが気軽に学習できる多様な学習機会を整備し、生涯学
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習社会の形成に努め、住民の意識の高揚や利便性の向上を図る。また、
生涯学習の指導者確保に努めるとともに、生涯学習推進組織、教育機関、
社会教育関係団体、民間による総合的な組織の整備を推進し、学習成果
をボランティアなどとして活用し地域社会の活性化につなげる。 
生涯スポーツについては、体育施設の整備、充実に努め、指導者の養

成や確保、関係団体の育成を図り、各種大会や教室の開設に努めるなど、
誰もが気軽にスポーツに取り組める機会を拡充する。 
芸術・文化の創造については、地域に根ざした特色ある、「壱岐ならで

は」の芸術・文化を創造し、壱岐神楽や山笠などの伝統文化とともに、
次世代に伝承する。 
優れた芸術・文化に触れる機会や活動の場を増やし、個性的な文化環

境づくりに努める。 
島外の施設を含めた各地の文化施設のネットワークを構築し、文化施

設の積極的活用を促進するとともに、各種団体・サークル活動を支援し、
地域に根ざした特色ある芸術・文化を創造、継承する環境づくりに努め
る。 
寛延３年（１７５０年）から続く壱岐最大の夏祭りである郷ノ浦町の

祇園山笠や、室町時代以前から伝承され、国の重要無形民俗文化財に指
定されている壱岐神楽、江戸時代から行われていたと思われる勝本浦の
御幸船（船競漕）などの伝統行事を次世代に継承していく。 
また、和太鼓集団が結成されて島内外・国外とも交流が行われている。

地域にこのような新しい文化を創造し、定着させる活動を継続、展開す
る。 
 
９ 観光の開発に関する事項 

壱岐は、自然・歴史・温泉・神社・仏閣・祭り・イベント・食材・土
産品など多彩な観光資源に恵まれ、また、福岡に一番近い長崎県土とい
う特性を有している。そこで、当地域を生活に身近で消費者ニーズに応
えた多彩な品揃えのコンビニエンスストアに見立て、観光関連事業者を
はじめ、農業、水産業、地場企業及び住民が一体となって、「いつでも」
「だれでも」「気軽に」「便利に」「満足のいく」多様な魅力の観光とする
「いきいきわくわく観光コンビニエンス構想」に取り組む。 
夏型観光からの脱却を図るため、観光資源の有効活用、滞在交流型観

光の充実、及び効果的な情報発信が必要となってくる。 
猿岩や左京鼻、日本の渚百選に選ばれた筒城浜をはじめとする海浜な

どの自然景観、原の辻遺跡や風土記の丘、鬼の窟古墳などの歴史史跡、
湯ノ本温泉、勝本浦の街並み、イルカパーク、体験・アウトドア施設な
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どの既存の観光施設を整備し魅力を高め、また巨石古墳群や神社仏閣な
どを観光資源として見直して、広域的・一体的な整備を進める。特に歴
史史跡と周辺観光スポットを組み合わせた周遊ルートの開発、整備に取
り組む。 
壱岐では以前から、民宿が農業・漁業を体験させる修学旅行の受入れ

を進めてきた。また、平成２０年度には、子ども農山漁村交流プロジェ
クトの受入モデル地域の指定を受け、体験型修学旅行の推進に取り組ん
できた。この活動・実績を土台に、農業者との連携、体験メニューの充
実、体験施設等の有効利用を図るため、民宿・農協・行政・観光団体等
を中心として、グリーン・ツーリズムの取組を展開し、先進地視察、研
修会、体験メニューの検討などを行っている。旅行ニーズの多様化によ
り、ニューツーリズム（エコ・健康・産業・文化）を創出するとともに、
引き続き修学旅行等団体の受入を継続する。また、歴史遺産に関する文
化体験型観光の開発についても検討する。 
観光客の満足度を高め、リピーターが訪れる島であり続けるために、

島民ひとり一人が「おもてなし」の必要性を理解し、島民をはじめ観光
事業者や関係団体、市が一体となった運動として、おもてなし力の向上
に取り組む。 
滞在交流型観光をこれまで以上に推進するために、体験インストラク

ターや観光ガイドの養成・スキルアップに重点的に取り組むとともに各
組織のネットワーク化と連携を図っていく。 
また、受入体制の充実と並行して、壱岐が「観光コンビニエンス」で

あることを広く知らしめるためマスメディアやＩＴを活用し、福岡を拠
点として高度情報化に対応した効果的な観光情報の発信を行い、モニタ
ーツアーを実施して口コミによる壱岐の知名度・イメージ向上を図る。 
さらに、農・水産業、飲食業、商業、地場産業などの異業種連携体制

づくりを推進し、観光の場において、壱岐の農産物・水産物が積極的に
活用されるよう努め、観光の振興を島全体の振興につなげる。 
 
１０ 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

壱岐は、自然や歴史的文化遺産など豊富な交流資源をもち、九州と韓
国の中間に位置しているため歴史的にも大陸との交流が盛んであった。
この特性を活かして、国内のあらゆる分野での交流と、国際交流の推進
に努める。特に一支国博物館や原の辻遺跡周辺を歴史遺跡研究の拠点と
して、研究者や考古学愛好家の交流、国内外の遺跡所在地域との交流を
推進する。 
壱岐サイクルフェスティバル（６月）や、壱岐の島新春マラソン大会
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（１月）は行政と住民が協力して開催され、島外からの参加者も多い。
これらのイベントへの参加、さらにはイベントをきっかけとした他地域
との交流が期待される。 
夏季には海水浴場でのイベントが、各地で商工会・青年団等の主催で

開催されている。 
また各地域でまつりや市（いち）が開催されているが、地域住民を対

象としたものが多い。これらのイベントや伝統行事は地域間交流の素材
となるため、観光客等島外者の参加を視点に入れたイベントに発展させ
ていくことが期待される。 
生活・文化・産業・余暇などあらゆる分野での多様な交流を進めるた

めに、民間と行政が連携して一支国博物館・埋蔵文化財センター等を地
域振興の交流拠点として地域活性化に努めるとともに、地域間交流を深
めて、定住化を促進する。 
また、日本とアジアの交流が活発になるにつれて増加すると思われる

外国人の来島者を迎えるために、国際感覚豊かな人材を育成するなど、
民間と行政が連携して、国際交流事業を推進する。 
 
１１ 自然環境の保全及び再生に関する事項 

豊かな自然環境を維持していくためには、白砂青松の維持、磯場の保
全等と併せて環境保全意識の高揚、健全な生態系の保持等が必要である。 
住民が身の回りにある自然の価値を認識し、自然環境の保全・管理に

主体的に参加できる仕組みづくりや学校教育、社会教育の場において、
環境保全意識を啓発し、自然体験活動の指導者やボランティアの育成を
進める。 
また、河川、海浜、山林等の防災上の整備はもとより、生態系の維持

を図り、自然環境の保全を推進する。 
海岸漂着物については、外国からの漂着物が多く、その中でもプラス

チック製品が多数を占めている。この漂着物については海岸線の景観の
悪化にとどまらず、海洋環境や漁業にも影響を与えている。 
民間のボランティア団体などと連携をとりながら、自然環境及び景観

に配慮しつつ、漂着物の撤去事業を推進する。 
 
１２ 再生可能エネルギーの利用その他のエネルギー対策に関する事項 

全世界的な問題である地球温暖化とエネルギー資源の減少が深刻化す
るなかで、再生可能エネルギーの利活用を推進する必要がある。 
再生可能エネルギーについては、全国的に様々な取組が行われていて、

長崎県内においても、海洋温度差発電、バイオマス発電、洋上風力発電、
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潮流発電等の実験計画などが進められている。 
壱岐では、風力発電及び太陽光発電の利活用を行っているが現在の取

組を継続するとともに、壱岐の地理的な条件を考慮して、他の実証実験
等により発電効率が高いと考えられる素材も活用した、複合的なエネル
ギー対策について検討を行う。 
なお、離島におけるガソリン等の石油製品の価格は、輸送費用が高い

ことなどの事情により本土地区と比べ割高になっており、住民の日常生
活や農業、水産業をはじめとする島内の産業に多大な影響を与えている
ため石油製品の価格低廉化が必要である。 
このため、ガソリン、軽油、重油等の石油製品の価格の低廉化が図ら

れるよう国などの関係機関に働きかけを行う。 
 
１３ 国土保全施設等の整備その他の防災対策に関する事項 

河川・海岸については、環境に対する関心の高まり、自然回帰の欲求
に応え、自然に配慮した河川・海岸の計画的な整備を進め、住民や観光
客のふれあいの場の整備に努めるなど、自然に近い状態で生態系に配慮
しつつ防災機能を高め、安全な国土の形成を目指す。 
災害に強い地域づくりとして、防災拠点施設等公共建設物の耐震化や

避難施設の整備、消防防災通信設備の充実、道路防災対策、橋梁の耐震
化、河川、砂防、治山、急傾斜地等の整備を行い、洪水氾濫や崖崩れ等
の未然防止に努め、また、関係機関と連携を図り防災体制を強化するな
ど、自然災害の発生防止に努めるとともに、ハザードマップ作成を支援
することや防災教育を推進することなどで住民の防災意識の高揚、自主
防災体制の確立を推進する。また、壱岐市は、玄海原子力発電所が海を
隔てて、壱岐市最南端から約２４ｋｍ隔てたところに立地し、原子力災
害が発生した場合、３０ｋｍ圏外の壱岐市北部に避難しなければならず、
状況によっては島外への避難を余儀なくされることから、住民の避難の
ための大型輸送船等が接岸可能な港湾・漁港整備や駐車場、ヘリポート
等周辺施設の整備や避難用幹線道路の整備を図る。 
 
１４ 人材の確保及び育成に関する事項 

産業を活性化して壱岐を振興するために、農業、水産業においては、
認定農業者や認定漁業者等の確保・育成に努めるとともに、島外からの
Ｕ・Ｊ・Ｉターン就業希望者に対する支援を行う。 
また、地場産業の後継者、起業者を支援し、伝統産業の保存継承を推

進するとともに、商店の人材、後継者の育成を商工会等と連携して推進
する。 
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観光においては、体験インストラクターや観光ガイドの確保・育成に
努める。 
さらに、地域のニーズに応じて、地域おこし協力隊などの制度を利用
し外部人材の活用に努めるとともに、空き家の活用等により人材の確保
及び育成のための条件整備を図る。 
 
１５ その他離島の振興に関し必要な事項 

豊かさを実感できるしまづくりを実現するためには、しまづくりの担
い手として、壱岐の住民・ＮＰＯや地域づくり団体等の各種団体・産業
界・教育界・行政がそれぞれの役割を認識し、多様な関わり合いの中で、
個性的で主体的なしまづくりに取り組んでいく必要がある。 
このため、地域のまちづくり活動を活性化し、ふれあいとぬくもりの

ある地域づくりのための事業を実施するとともに、これらの活動のネッ
トワークづくり・リーダーの育成を進める。また、住民の意思をより一
層行政に反映させ、行政に対する住民の理解が深められるよう広報・広
聴活動を充実させ、情報公開制度の確立に努めるなど住民参加のまちづ
くりを推進する。 
また、人権擁護対策を強化し、男女共同参画社会の実現に努め、全て

の住民にとって穏やかで平和な社会を築く。 
地方分権、少子高齢化、広域的な行政課題に対応するため、行財政基

盤の強化、効率的な財政運営を推進する。 
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