新上五島町人口減少対策推進・検証会議

会議録

名

称

第２回新上五島町人口減少対策推進・検証会議

日

時

平成２９年１月２４日（火）午後３時３０分から午後４時１０分まで

場

所

新上五島町役場３階Ｆ・Ｇ１会議室
田中(郁)様、濱村様、川渕様、川口（正）様、古賀様、嶋藤様、堀江様、河又様、

出席構成員

大畑様、山口様、村岡様、森藤様、竹内様、江口様、道下様、鳥原様、須藤様、野
崎様

傍 聴 人

８人
１．開会
２．町長あいさつ

次

第

３．会長あいさつ
４．全体会での効果検証
５．その他
６．閉会
○参考資料

資料一覧

○評価資料１ 【２次評価後】総合戦略事業評価一覧表（平成 27 年度）
○評価資料２ 【２次評価後】総合戦略事業評価シート（平成 27 年度）
○評価資料３ 【２次評価後】総合戦略数値目標・KPI 一覧表（平成 27 年度）

会 議 録

第２回推進・検証会議結果（別紙のとおり）

検証を行っていただきます。本町のまち・ひ

第２回人口減少対策推進・検証
会議結果（会議録）

と・しごと創生総合戦略は、昨年度末に策定
を終えたため、実質、平成 28 年度がスタート
となり、特に、子育て支援や若者世代の支援

【町長あいさつ】

策、高齢者の健康づくりを中心に取り組んで

こんにちは。今日は寒波が厳しく、ご多用
な中にも関わりませず、ご出席いただきまし

いるつもりではありますが、今回の評価では、

て、誠にありがとうございます。また、五島

未実施の事業が多々ございます。そのような

振興局地域づくり推進課の明石課長様には、

事情をご理解いただき、民間目線での効果検

わざわざお越しいただきまして、誠にありが

証を行っていただければと思います。
この戦略の直接的な成果ではありませんが、

とうございます。深く感謝申し上げます。
皆様方には、輝かしい新春を健やかにお迎

嬉しいことに平成 28 年度の出生予定者数が

えのこととお慶びを申し上げます。併せて、

114 名と、前年度より 20 名以上増加し、百歳

人口減少対策をはじめ、町政の各般に渡り、

以上の長寿者も 15 名で記録を更新する見込み

温かいご理解とご支援を賜り、心から厚く御

で、総合戦略推進の明るい情報も聞こえてお

礼を申し上げます。

ります。

初めに、地元選出の谷川衆議院議員が中心

本日は、既に部会での効果検証を行ってい

となって、離島を何としても維持、存続させ

ただき、お疲れのことと存じますが、引き続

たいとの政治理念から制定されました有人国

き、全体会での評価のまとめをどうぞ、よろ

境離島法に関する報告になりますが、先月 22

しくお願いをいたします。

日の閣議において、新法に係る交付金を盛り

ここでせっかくの機会でありますので、近

込んだ国の平成 29 年度当初予算案が了承され

況について 2 点お知らせをさせていただきま

ました。

す。

国の予算も厳しい中で、異例の 120 億円規

1 点目は、仮称三日ノ浦トンネルの貫通につ

模の予算が確保され、いよいよ 4 月から施行

いてであります。平成 27 年に安全祈願祭を行

となりますことは、この上ない喜びでござい

い、工事を進めております国道 384 号の仮称

ます。航路運賃のＪＲ並みへの値下げをはじ

三日ノ浦トンネルが 1 月 12 日に無事貫通をい

め、農水産物の海上輸送コスト支援の充実、

たしました。完成は、来年 3 月の予定でござ

滞在型観光の推進、創業や規模拡大に係る支

います。

援などが予定されており、具体的な施策につ

2 点目は、世界遺産登録を目指す長崎と天草

いては、今月末に要綱が示される予定であり

地方の潜伏キリシタン関連遺産の正式版推薦

ますので、詳細が分かり次第、ホームページ

書をユネスコ世界遺産センターへ提出するこ

等で随時お知らせしたいと考えております。

とが閣議了解されたことについてであります。

雇用の確保、交流人口の拡大、販路拡大や所

このことは、昨年 2 月の推薦取り下げ以来、

得の向上を図るための地域商社の創設や創

再推薦に向けて真摯に取り組み、構成資産を

業・事業拡大への支援などに積極的に取り組

14 から 12 に見直すことに苦渋のご英断をい

んで、人口の減少を少しでも抑制できるよう

ただきました関係自治体や地元関係者のご理

必死になって努力してまいりますので、皆様

解のおかげで、大変ありがたく光栄に存じま

におかれましても、なお一層、元気な新上五

す。併せて平成 13 年に長崎の教会群を世界遺

島町づくりにご協力を賜りますよう懇願申し

産にする会が活動を始めてから、長年にわた

上げます。

りご尽力をいただきました長崎大司教区をは
じめ、教会関係者、新たな構成資産の所有者、

さて、本日は、平成 27 年度実施事業の効果
1

地域住民や関係各団体の皆様はもとより、地

（会長）

元選出国会議員の力強いご支援の賜物であり、

～傍聴要項について説明～

深甚なる敬意を表し、感謝の誠を捧げる次第
でございます。また、タイトなスケジュール

（会長）

の中で、推薦書の見直しに格別のご尽力をい

はい。それでは、議題に進みたいと思いま

ただきました文化庁をはじめとする関係省庁

す。

や県学術委員会の専門家の皆様、並びに関係
県市町議会の皆様に心から厚く御礼を申し上

議

事

げます。今後は、構成資産の更なる磨き上げ

2-4

全体会での効果検証

を行い、イコモスの審査に万全を期すととも

（会長）

に、一層の気運醸成や世界遺産の島にふさわ

それでは、会議次第 2-4、全体会での効果検

しい受け入れ体制、文化行政の充実を図りな

証を行います。

がら、来年夏の登録実現に向けて、最善を尽

全体会の進め方は、部会での効果検証の報

くして参りますので、引き続き力強いご支援

告を受け、それに対して、部会意外からのご

を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げま

意見を出していただき、全体会での評価を決

す。

定したいと思います。

大寒を迎え、寒さが一段と厳しくなり、町

それを部会ごとに繰り返します。

内でもインフルエンザが流行しておりますの

それでは、しごと部会の報告をお願いしま

で、くれぐれも感染防止にご留意をいただき、

す。

益々のご多祥とご活躍をお祈りを申し上げま

（事務局：しごと部会）

して、ご挨拶に代えさせていただきます。今

しごと部会での事務事業評価シートの報告

日は、どうぞよろしくお願いいたします。

をしたいと思います。
しごと部会では、しごとプロジェクト 36 事

【会長あいさつ】

業、横断プロジェクト 2 事業、計 38 事業の事

部会での効果検証大変お疲れ様でした。続

務事業について評価を行いました。その中で、

きまして、全体会でのまとめもまたよろしく

評価及び文言の修正等のあったものだけ、報

お願いいたします。

告したいと思います。
最初に評価資料 2 の 5 ページ、
「産地水産業

【構成員の出欠及び出席者の報告】

施設整備支援事業」について説明いたします。

～欠席者は事務局から紹介～

2 次評価では「Ｂ」としておりましたが、ここ
数年事業実績が無く、該当がないということ

【傍聴者について】

で、部会では評価できないとして「－」とし

（会長）

ています。

本日の傍聴者はいますか。

次に 11 ページ、「輸送コスト支援補助事業
（魚介類）
」になります。評価自体は、2 次評

（事務局）

価どおり「Ａ」としていますが、課題の解決

8 名いらっしゃいます。ご案内しますので、

策の欄に、
「本補助金の終了時とともに、本目

しばらくお待ちください。

的が減退しないような、
」というような表現が
ありますが、補助金が終了してしまうという

～傍聴者を傍聴席へ案内～

意味に捉えかねるということがありましたの
で、この部分を削除するということで、部会
2

では決まりました。

しごと部会の皆さんも、追加の発言などが

次に 12 ページ、
「生産組織活動助成事業」

ありましたらどうぞ。よろしくお願いします。

の事業の実績・取組状況欄にある「ＪＡ女性
部有川支部」の部分が「支部」ではなく「班」

（農林課）

に修正があっております。

22 ページの「森林所有者」を「民有林所有

次に 22 ページ、
「森林整備地域活動支援事

者」に修正することについてですが、
「民有林」

業」になります。評価は、2 次評価のとおりで

という用語については、
「国有林」に対する用

すが、課題欄及び課題の解決策欄に「森林所

語となるため、
「民有林」には「県有林」や「町

有者」の文言がありますが、所有者の区分が

有林」なども含まれることになります。した

わかりにくいということから、
「民有林所有者」 がって、この部分は、
「私有林」という表現に
という表現に修正しています。

変更をお願いします。

次に 28 ページ、
「子牛価格生産安定特別対
策事業」になります。担当課評価の欄に、
「事

（会長）

業内容に該当がなく、事業の成果はなかった

他にありませんか。

が、」という表現がありますが、これを「現状

（意見なし）

が高値で取引されているので、支援に該当が

意見が無いようでしたら、しごと部会の評

ない。」という表現への修正になりました。子

価内容の一部を修正し、本会議の評価結果と

牛価格が 27 年度も 28 年度も 1 頭あたり 90 万

したいと思いますが、意義はありませんか。

円ほどで取引されているということで、支援

（「異議なし」）

に該当がないという表現に修正しています。

それでは、そのようにしたいと思います。

最後に 121 ページ、
「企業誘致促進事業」に

次に、ひと部会の報告をお願いします。

なります。2 次評価では「Ｃ」という評価にし

（事務局：ひと部会）

ておりましたが、部会においては、誘致しな

ひと部会について報告します。

いと話が進まない。誘致した件数をメインに

ひと部会では、ひとプロジェクト 13 事業、

考えるべきではないかということで、ＫＰＩ

横断プロジェクト 2 事業、計 15 事業の評価を

でも 5 年間で 3 企業誘致するとしており、1

行いました。2 次評価の内容と異なる評価はあ

企業誘致したということを踏まえて、雇用創

りませんでしたが、いただいたご意見等があ

出者は少なかったものの誘致企業数としては

りますので、ご報告させていただきます。

1 件を確保できており、雇用創出者については

まず、51 ページの「学校地域連携（職場体

今後の動向を見守りながら判断するというこ

験・インターンシップ）事業」についてです

とで、2 次評価の「Ｃ」から「Ｂ」に変更する

が、評価は 2 次評価のとおり「Ｂ」としてい

ということで、部会では決定しました。

ますが、小学校の早い年齢からの職場体験を

その他の分につきましたは、
「2 次評価のと

させるべきではないかという意見をいただき

おり」ということで、効果検証しております。

ました。高校生になってから、島の課題を知っ

以上で、しごと部会の報告を終わります。

ているということもありますので、もっと早
く学ぶ機会を設けるべきだという意見があ

（会長）

がっていました。

はい、ありがとうございました。ただいま、

次に、56 ページ「妊婦健診受診交通費助成

しごと部会からの報告がありました。しごと

事業」について、評価は 2 次評価のとおりで

部会の評価について、他の部会の皆さんから

すが、概ね達成していることから、課題欄の

ご意見はありませんか。

内容を削除しています。
3

次に、57 ページの「安心出産支援補助事業」

せんが、いただいたご意見を報告します。

について、評価は 2 次評価のとおりですが、

91 ページの「展望所等景観整備事業」で、

現在、妊娠 34 週を過ぎた妊婦さんに対して助

国道・町道沿いの景観も含め、横断的な取り

成を行っていますが、この 34 週を早めの週数

組みが必要ではないかという意見をいただき

にすべきではないか、週数の制限をなくすべ

ました。

きではないかとの検討を行っている旨、担当

以上で、まち部会の報告を終わります。

課から意見がありました。
次に、74 ページの「高齢者見守りネットワー

（会長）

ク事業」の事業の実績・取組状況欄の数値の

はい、ありがとうございました。ただいま、

誤りで、「見守り協力員 34 人」を「44 人」に

まち部会からの報告がありましたが、皆さん

修正しました。

からご意見を伺いたいと思います。よろしく

あとの事業につきましては、2 次評価のとお

お願いします。

りで、特に意見・修正等はございませんでし

意見はありませんか。

た。

（意見なし）

以上で、ひと部会の報告を終わります。

意見が無いようでしたら、まち部会の評価
内容を本会議の評価結果としたいと思います

（会長）

が、意義はありませんか。

はい、ありがとうございました。ただいま、

（「異議なし」）

ひと部会からの報告がありました。ひと部会

それでは、そのようにしたいと思います。

の評価について、皆さんからご意見はありま

以上で、効果検証が終わりました。

せんか。

最後の会議次第 2-5 のその他です。事務局
（意見なし）

から何かありますか。

意見が無いようでしたら、ひと部会の評価
内容を本会議の評価結果としたいと思います

（事務局）

が、意義はありませんか。

その他の前によろしいでしょうか。

（
「異議なし」
）

今回、総合戦略自体が平成 27 年度末にでき

それでは、そのようにしたいと思います。

て、実質事業に入るのが平成 28 年度の 4 月か

最後に、まち部会の報告をお願いします。

らということで、計画期間が平成 27 年度から
となっていることから、未実施事業が多い中

（事務局：まち）

で事業評価を行っていただきました。

まち部会の報告をします。

参考に他市町の状況として聞いている情報

まず、評価資料 3 の総合戦略数値目標・Ｋ

では、平成 27 年度中や平成 27 年度末に総合

ＰＩ一覧表の 6 ページ、自主防災組織数の実

戦略を策定したということから、平成 27 年度

質達成率「▲13.3％」を「13.3％」に修正を

分の全体的な評価は省略して、昨年 7 月に行っ

お願いします。

ていただきました国の地方創生交付金を使っ
た事業についてのみ評価を実施して、本格的

それでは、事業評価シートについての報告

には平成 28 年度分から評価するところもある

に入ります。

ようです。

まち部会では、まちプロジェクト 32 事業、
横断プロジェクト 24 事業、計 56 事業の評価

今回、評価対象の事業を重点的に評価して

を行いました。

いただきましたが、次年度以降に取り組むと

2 次評価から評価が変わった事業はありま

して、評価は行っていませんが、今後の方針
4

等を載せた事業もありました。

金自体が減っていくことに繋がるという特殊

そのようなまだ取り組んでいない事業につ

性を見て、例えば、町内に就職したときには、

いての今後の方針などについても、ご意見は

返還相当額を奨励金として交付する方法も他

なかったでしょうか。

の自治体では行っているようでありますので、
その辺を精査させていただいて、最終決断を

（会長）

したいと思います。

ご意見はありませんか。
（会長）
（委員）

詳細については、そのようにつめて行くと

49 ページの「奨学資金貸与事業【拡充】」に

いうことです。よろしいですか。

ついてですが、平成 28 年度に事業計画を作成

（「はい」
）

して、平成 29 年度以降、今年の 4 月から実施

他にありませんか。

を目指すとありますが、この事業内容が従来

（意見なし）

から奨学金はあったと思いますが、貸与して

無いようですので、事務局からお願いしま

いただいた分を一定の条件の下で返還免除で

す。

あるとか返還分の補助をしていただく制度だ
と思いますが、お聞きしたいのは、いつから

（事務局）

実際にそれができるのか。例えば、今の高校 3

部会のほうで意見を出していただいたよう

年生が 3 月に卒業後、4 月から借りる場合に、

で、特に無いということですので、その他と

この制度が活用できるのか、それとも今の高

して、事務局からの事務連絡として、2 点お願

校 2 年生からになるのかがわかれば、進路指

いをしたいと思います。

導を行う上で、非常に助かるなと思いました。

まず 1 点目が、今回初めて総合戦略全体の
効果検証を行っていただきました。私たちも

（会長）

他の自治体や県の取り組みを参考にして、新

はい、答弁をお願いします。学校教育課お

たな評価システムづくりから始めて、担当課

願いします。

での 1 次評価、本部会議での 2 次評価を行っ
て、今回皆様に 3 次評価ということで、この

（学校教育課）

会議での評価を受けました。初めてのことで、

奨学金の免除制度ですけれども、ただいま、

いろいろ反省すべき点もございます。来年度

平成 29 年度に向けて、条例の改正も含め、ど

以降の評価システムに生かしていきたいと

のような方向性でこの事業を実施するかを検

思っていますので、後日で構いませんので、

討中でございます。

ご意見をいただきたいということと、今回、

基本的な考えとしては、平成 29 年度償還者

部会と全体会を同日に開催させていただきま

から該当させたいとは思っておりますが、ま

したが、今日、私が各部会の会場を回る中で

だ、決定はしていません。

も、該当事業の担当職員が、別の部会に出席
していて、その場で十分な回答をすることが

（町長）

できなかった事例もありました。各部会を同

返還免除が良いのか返還相当額を奨励金と

日に開催すると、複数の部会に該当する関係

して交付したほうが良いのかということも含

課では、職員を関係する部会に割り当てる必

めて、今検討をさせていただいているところ

要があって、本日既に、説明等に支障をきた

です。返還免除にすると、奨学金のための基

したという反省点も出てきています。
5

例えばですが、そのような問題点を解消す
るために、各部会の開催日と全体会の開催日
を全て別々に設定することで、説明体制の確
保などに繋げていきたいと考えています。し
かしながら、皆様にとりましては、部会と全
体会の最低 2 回、都合を付けて出席していた
だかなければならなくなるということもあり
ますので、来年度以降の効果検証につきまし
ては、事務局で、もう少し課題の整理を行っ
た後、委員の皆様に後日アンケート調査を実
施して、意見をお伺いさせていただいて、来
年度の効果検証の実施について工夫をしたい
と思いますので、よろしくお願いいたします。
2 点目に、本日の会議録の承認については、
前回同様、会議録のテープ起こし等が終わり
ましたら、委員の皆様に郵送して、修正等が
あればご連絡いただいて、それを反映させる
ということにしたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。
委員の皆様には、ご連絡は以上でございま
すが、本日、傍聴に来ていただいた皆様には、
全体会での意見が少なかったということで、
物足りないところもあろうかとは思いますが、
部会の会議録も全てホームページで公開をし
ますので、そちらでご確認いただければと思
います。 事務連絡は、以上です。
（会長）
傍聴者の皆様には、申し訳ございませんが、
そのようなことで、了承していただければと
思います。
それでは、今日は、長い時間になりました
が、これで終わりたいと思います。どうも、
お疲れ様でした。
（町長）
ありがとうございました。お忙しい時期に、
たくさんの資料をお送りして、お目通しする
時間もなかったのではないかと、恐縮に思い
ながら反省をいたしております。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
6

新上五島町人口減少対策推進・検証会議

会議録

名

称

第２回新上五島町人口減少対策推進・検証会議に伴うしごとプロジェクト部会

日

時

平成２９年１月２４日（火）午後１時３０分から午後３時１０分まで

場

所

新上五島町役場２階応接室

出席構成員

田中(郁)様、宮﨑（克）様、濱村様、川渕様、川口（正）様、大畑様、山口様
１．開会

次

第

２．効果検証
３．閉会
○参考資料

資料一覧

○評価資料１ 【２次評価後】総合戦略事業評価一覧表（平成 27 年度）
○評価資料２ 【２次評価後】総合戦略事業評価シート（平成 27 年度）
○評価資料３ 【２次評価後】総合戦略数値目標・KPI 一覧表（平成 27 年度）

会 議 録

第２回推進・検証会議に伴うしごとプロジェクト部会結果（別紙のとおり）

準値からの達成率は、29.8％になっています

第２回新上五島町人口減少対策推
進・検証会議に伴うしごとプロジェ
クト部会結果（会議録）

が 、 目 標 増 加 数 371 頭 に 対 す る 達 成 率 は
16.7％となります。
次に、林業関係で「利用間伐面積」です。5
年間で 216ha 増加させるＫＰＩです。基準値

（事務局）

と比べ、25.12ha 増の 34.12ha で、基準値から

ただいまから、しごと部会を始めたいと思

の達成率は、15.2％になっていますが、目標

います。

増加数 216ha に対する達成率は 11.6％となり

それでは、はじめに数値目標・ＫＰＩにつ

ます。

いて、簡単に説明させていただきます。評価

次に、商工業関係で「地場産品販売額」で

資料３になります。

す。これは集計時期等の関係から、基準値も

しごとプロジェクトの数値目標、
「町内雇用

含め、１年遅れの数値となります。実績値等

者数の減少を５年間で 350 人抑制する」目標

は、掲載のとおりです。

で、基準値から 10 人減の 7,333 人が実績で、

次に、しごと分野の最後で、
「新規雇用者数」

達成率は 100.8％となっています。この達成率

です。5 年間に 350 人増加させる KPI です。

は、年々、減っていくことが予想されます。

平成 27 年度の実績値は 104 人で、基準値から

ちなみに、戦略策定時の平成 27 年度の推計値

の達成率は、29.7％になります。ちなみに１

は、7,260 人だったので、推計値からすると

年間に 70 人を目安にしておりましたので、目

73 人増となっています。

安による達成率は 148.6％となります。新規雇

次に、重要業績評価指標（ＫＰＩ）です。

用者数のカウントについては、根拠ある数値

水産業関係で、漁港港勢調査における「属地

とするため、ハローワーク五島のフルタイム

陸揚額」です。これは公表時期の関係から、

就職件数 71 人に、誘致企業の D-project 採用

基準値も含め、1 年遅れの数値となります。し

4 人、役場関係 21 人、輸送コスト支援による

たがって、今回の実績値は平成 26 年のものな

養殖業正規雇用 8 人をカウントしています。

ので、総合戦略期間前の数値となりますが、

以上が数値目標及びＫＰＩの概要となります。

既にこの時点で、目標値を 1,065 百万円上回

何か質問がございましたら、お願いします。

る実績で、達成率は 128.8％となっています。

なお、あくまでも、数値目標については、平

基準値と比較すると、1,102 百万円増の 4,757

成 27 年度から 5 年間の総合戦略の取り組みの

百万円となっています。海面漁業金額は 2 千

成果となるものです。平成 27 年度だけの実績

万円減少していますが、海面養殖業金額が

で判断できるものではありませんが、進捗状

1,122 百万円増加しています。

況として捉えていただければと思います。ま

次に、農業関係で「耕地面積」です。5 年間

た、ＫＰＩについては、年間を目標とするも

で 10ha 増加させるＫＰＩです。作付拡大対策

の、5 年間の取り組みを目標とするものなどあ

事業で 0.5ha の荒廃農地の復元を行ったもの

ります。その点を考慮していただき、ご意見

の、作物統計調査では、基準値からの増減は

等をお願いします。

なく 219ha となっています。基準値からの達
成率は、95.6％になっていますが、基準値か

（委員）

ら目標値への目標増加数 10ha に対する達成率

「地場産品販売額」とありましたが、商品

は 0％となります。

のくくりがあるのでしょうか。

次に、畜産関係で「家畜市場への子牛出荷
頭数」です。5 年間で 371 頭増加させるＫＰＩ
です。基準値と比べ、62 頭増の 131 頭で、基
1

（観光商工課）

なっていますが、事業の実績で、製氷施設整

養殖の鮮魚などは含まれず、うどんや塩、

備については、魚の新鮮度を保つのに必要で、

焼酎などの特産品の販売額を集計しています。 漁業者の所得向上に繋がると思われますが、
あご粉砕機・自動袋詰めシール機整備は、こ
（事務局）

れが漁業者の所得向上にどう繋がっているの

数値目標とＫＰＩについては、よろしいで

か。何を期待して、助成しているのでしょう

しょうか。

か。
（意見なし）

（水産課）
一般的に漁協の加工施設、小型レトルト機

それでは、各事業の評価シートに基づき、

整備もそうですが、基本的に漁業者である組

委員評価を行ってまいります。

合員の家族が加工場で働くということ、そこ

しごと部会が担当する評価事業は、しごと

での便益をまず考えます。この場合は、各々

プロジェクトで 36 事業、横断プロジェクトで

の機械の改修や更新、機能性向上などで、加

2 事業、全部で 38 事業です。

工場の生産力向上、加工場の維持などに関連

部会の進め方としましては、委員の皆様に

しますので、漁業者の所得の向上に寄与する

は、既に資料に目を通していただいているも

というような位置づけです。なお、一般的に

のと思いますので、事業名と 2 次評価の結果

安い魚を加工して付加価値をつけるというの

について、説明を行いますので、それに対し

が、加工の原則ですので、原料を漁業者から

て、納得がいかないとか、もっと事業の内容

できるだけ高く買い取るための効果もありま

を聞きたいなどの意見をいただき、最終的に

す。ただし、最近、あごの値段がものすごく

シートの一番下の委員評価を決定していくこ

高くなってきているのですが、これは特殊事

とになります。評価方法といたしましては、

情だと思いますが、一般的には、あごは非常

ＡからＥの 5 段階評価となりますが、先ほど

に安い魚でした。

も説明しましたが、5 年間の取り組みとして目
標を達成するもの、各年度で目標を達成する

（委員）

ものがありますので、取り組むべき事業の進

目的としては、漁業者等への支援によりと

捗状況としてとらえていただき、5 段階の評価

いう文言を書いていますが、実際のところ、

をしていただければと思います。

新魚目町漁業と有川町漁協は、自営定置、自

それでは、4 ページ「新水産業収益性向上・

営の加工をなさっています。組合員が、直接

活性化支援事業」です。2 次評価は、
「各事業

的ではなくても間接的に恩恵を受けるという

とも事業完成が年度末となったため、漁業所

意味で、このような書き方をしていると理解

得・収益増に対する評価は今後の推移を見る

していますが、それでよろしいでしょうか。

必要があるが、生産流通基盤の強化にはつな
がっている。
」とし、Ｂ評価としています。こ

（水産課）

の事業について、ご意見はありませんか。何

そのとおりです。

もなかった場合は、
「2 次評価のとおり」とい
うことになります。

（事務局）
他にご意見はありませんか。

（委員）

無いようでしたら、評価は、2 次評価のとお

この事業の目的は、漁業者の所得向上に

りでよろしいでしょうか。
2

（
「はい」
）

になる自然石がおよそ 200kg であったものが、
今回、海洋の状況などが違っており、計算し

次に進みます。5 ページ「産地水産業施設整

たら自然石を 500kg 使わなければいけないと

備支援事業」です。平成 27 年度は、取り組み

なりまして、補助の内示額いっぱい使っても

の実績はありません。2 次評価は、
「ここ数年

事業費が不足したため、事業が遅れておりま

間は事業実績がないが、平成 32 年度に新魚目

す。

町漁協が「定置網作業船兼運搬船」１隻の整
備を計画しており、今後新たな案件も含め、

（事務局）

事業計画が具体的になってきた場合は関係機

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

関と連携の上、事業実現に向け努力していく。」
とし、Ｂ評価としています。ご意見がありま

（「はい」
）

したらお願いします。
次に、7 ページ「離島漁業再生支援交付金事
（水産課）

業」です。2 次評価は、
「種苗放流やイカ柴設

内部事務的には、過去に行った事業等の追

置などにより水産資源の維持に寄与している。

跡報告などを行っていますが、対外的には

また、漁業の再生のために計画された取組み

行っていませんので、Ｂ評価というよりは「－」 に真剣に向き合う漁業者がいる反面、日当・
でも良いのではないかと思っています。

傭船料等短期的な収入に目が行きがちな点も
ある。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見が

（事務局）

ありましたらお願いします。

評価の内容はそのままですが、2 次評価の
「Ｂ」を「－」に修正してよろしいでしょう

（意見なし）

か。それに伴って、委員評価も「－」で、内
容は「評価無し」として整理してよろしいで

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

しょうか。
（「はい」
）
（
「はい」
）
次に、8 ページ「漁業近代化資金利子補給事
次に、6 ページ「漁村再生交付金事業」です。

業」です。2 次評価は、
「漁業近代化資金制度

2 次評価は、
「現地調査の結果、基礎となる自

を利用する漁業者は中核的な漁業者であるた

然石は計画時よりも大きなものが必要となり、 め、借入金の利子の一部を助成することによ
事業費が不足し、完了に遅れが生じた。」とし、

り経営の安定に寄与できた。」とし、Ｂ評価に

Ｃ評価にしています。ご意見がありましたら

しています。ご意見がありましたらお願いし

お願いします。

ます。

（委員）

（意見なし）

工区完成ができなかった場所はどこですか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（水産課）
有川漁場と奈摩の 2 ヶ所です。この事業が

（「はい」
）

始まる前の 1 期目の事業の計算で、マウンド
3

次に、9 ページ「漁船保険加入促進事業」で

意見がありましたらお願いします。

す。2 次評価は、
「漁船損害保険に加入する漁
業者は中核的な漁業者であるため、保険料の

（意見なし）

一部を助成することにより経営の安定に寄与
できた。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

がありましたらお願いします。
（「はい」
）
（委員）
漁船保険の加入率は、100％ではないので

次に、11 ページ「離島輸送コスト支援補助

しょうか。

事業（魚介類）」です。2 次評価は、
「本事業実
施により、目標を上回る雇用者数の確保が図

（事務局）

られた。また、設備投資の拡大や、福利厚生

登録漁船の数は、2,000 隻近くあったと思い

施設の充実、更には売り上げの増にも繋がっ

ます。実際に海に浮かべているものと浮かべ

た。
」とし、Ａ評価にしています。ご意見があ

ていないものがあります。高齢化などにより、

りましたらお願いします。

使っていない漁船もあります。水産課で、１
年間に登録する目標数を約 700 隻としていま

（委員）

すが、そのうちの加入している隻数が 684 隻

この事業は、3 年の期間があったと思います。

となっていて、90 数パーセントが実績となっ

今後の取り組みの欄に、
「本補助金の終了時と

ています。町の目標としては、そのような数

ともに」と書いてあるのですが、この補助金

字です。

が終わったら、もうしないということでしょ
うか。

（水産課）
船外機船の加入率が悪いです。本業でやら

（水産課）

れている方は、団体加入ですので、ほぼ 100％

平成 27 年度で終了の補助制度でしたが、関

です。

係機関に要望を行って、さらに制度的には 7
年間延長して 10 年間の制度にしていただきま

（委員）

した。

新規に船を登録される方は、加入する割合
が極めて高いです。

（委員）
「本補助金の終了時とともに」とあったの

（事務局）

で、制度が終了するのかと思いました。修正

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

したほうが良いのではないでしょうか。

（
「はい」
）

（水産課）
「本補助金の終了時とともに、本目的が減

次に、10 ページ「漁船用燃油高騰対策事業」

退しないような、
」の部分を削除することでい

です。2 次評価は、
「十分ではないが漁業者の

かがでしょうか。

経費削減に繋がり、経営の安定化に寄与でき
たが、セーフティーネット加入の促進が図ら

（事務局）

れなかった。
」とし、Ｂ評価にしています。ご

2 次評価のとおりで、今後の取り組み方法の
4

一部を削除することでよろしいでしょうか。

（事務局）
この事業で、57.82ａの復元がされています

（
「はい」
）

が、統計の結果としては、復元した部分はあ
るけれども、逆に荒廃してしまった農地も

次に、12 ページ「生産組織活動助成事業」

あって、その差引がヘクタール単位で 0 になっ

です。2 次評価は、
「地場野菜等の生産拡大と

ているものと思われます。

地域内供給の促進及び生産組織の強化に寄与
しており、今後も活動助成が必要である。」と

（農林課）

し、Ｂ評価にしています。ご意見がありまし

平成 28 年度も復元したいという方がいます

たらお願いします。

ので、今後も農地に変えていくことに、協力
していきたいと思っています。

（委員）
評価には影響ありませんが、事業の実績欄

（事務局）

に「ＪＡ女性部有川支部」とありますが、
「有

個別の事業としては、2 次評価のとおりで、

川支部」はありません。上五島全体が上五島

よろしいでしょうか。

支部になりますので、
「ＪＡ女性部有川班」に
修正をお願いします。

（「はい」
）

（事務局）

次に、14 ページ「近代化施設等整備事業」

「ＪＡ女性部有川班」に修正します。

です。2 次評価は、「施設整備に対する助成が

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

農家の増収に寄与することから、今後も助成
を行い、販売用作物の施設化や土づくり対策

（
「はい」
）

等による品質向上が必要である。」とし、Ｂ評
価にしています。ご意見がありましたらお願

次に、13 ページ「作付拡大対策事業」です。

いします。

2 次評価は、
「荒廃農地復元に係る経費を就農
者へ助成することで、荒廃農地の解消を促進

（意見なし）

し、農家所得、生産意欲の向上に繋がること
から、今後も助成が必要である。
」とし、Ｂ評

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

価にしています。ご意見がありましたらお願
いします。

（「はい」
）

（委員）

次に、15 ページ「有害鳥獣駆除推進対策事

先ほど、農林業競争力強化のＫＰＩで、耕

業」です。2 次評価は、
「捕獲事業と合せて実

地面積が 1 年間で 0ha で、ＫＰＩの全体的な

施しており、農作物の被害軽減が図られてい

部分では、結果としてできなかったというよ

ることから、今後も必要である。
」とし、Ｂ評

うな状況で、この事業でのＢという評価が、

価にしています。ご意見がありましたらお願

ＫＰＩとの兼ね合いの部分で、少し気になり

いします。

ます。
（意見なし）
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2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

次に、20 ページ「子牛生産奨励事業」です。
2 次評価は、
「生産率向上などに繋がっており、

（
「はい」
）

農家の生産意欲の高揚のため、また、生産率
向上のために、生産を奨励する補助が今後も

次に、16 ページ「鳥獣被害防止総合対策事

必要である。
」とし、Ｂ評価にしています。ご

業」です。2 次評価は、
「農作物の被害が軽減

意見がありましたらお願いします。

しており、引き続き事業を推進していく必要
がある。
」とし、Ａ評価にしています。ご意見

（意見なし）

がありましたらお願いします。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（意見なし）
（「はい」
）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
次に、21 ページ「町有家畜導入事業」です。
（
「はい」
）

2 次評価は、「高能力繁殖雌牛導入にかかる農
家の初期費用の軽減を図ることができ、付加

次に、18 ページ「家畜防疫対策事業」です。

価値の高い子牛の増産強化に繋がっており、

2 次評価は、
「ワクチンの接種により、家畜伝

今後も必要である。」とし、Ｂ評価にしていま

染性の疾病を予防でき、目的を達成できてい

す。ご意見がありましたらお願いします。

る。」とし、Ｂ評価にしています。ご意見があ
りましたらお願いします。

（意見なし）

（意見なし）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（「はい」
）

（
「はい」
）

次に、22 ページ「森林整備地域活動支援事
業」です。2 次評価は、
「ほぼ計画どおりに実

次に、19 ページ「優良雌牛導入事業」です。

施しており、今後も森林整備の推進に向け取

2 次評価は、
「自家保留・農協等有導入事業に

り組まなければならない。」とし、Ｂ評価にし

より、優良雌牛の導入がなされ、高価格の子

ています。ご意見がありましたらお願いしま

牛の生産体制を構築できた。」とし、Ｂ評価に

す。

しています。ご意見がありましたらお願いし
ます。

（委員）
ＫＰＩに利用間伐面積があって、実質達成
（意見なし）

率が 11.6％で、5 年事業ということであれば
17％ぐらいが目安になろうかと思います。こ

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

のＫＰＩだけを見れば、若干遅れ気味かと思
われますが、この事業でＢという評価がどう

（
「はい」
）

なのかなと思います。
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（農林課）

たうえで、じっくり考えていこうという、そ

森林計画の策定の中で、計画していくので、

のようなことも織り込み済みの中で、概ね進

進んでいくものと思っています。

捗は順調であるということで、Ｂ評価にして
いるという理解でよろしいでしょうか。

（委員）
森林計画というものが、近々、策定される

（事務局）

ということでしょうか。

はい。2 次評価のとおりで、よろしいでしょ
うか。

（農林課）
既に策定されており、積算基礎森林面積に

（「はい」
）

ついて実施されていきます。個人所有の森林
については、同意が無いとできないことから、

次に、23 ページ「全国椿サミット（つばき

町有林や県行造林などから行っていきます。

里山まつり）開催事業」です。2 次評価は、
「イ
ベント自体は概ね成功と考えているが、細か

（委員）

い部分を見直す必要があるので、実行委員や

計画が策定されており、今後、進められて

参加者の意見を聞きながら改善に務める。
」と

いくのであれば、Ｂで良いのかなと思います。

し、Ｂ評価にしています。ご意見がありまし

「確認・承諾に時間を要している」という表

たらお願いします。

現があったので、計画ができているのかどう

全国椿サミット自体が平成 30 年 3 月開催で、

かもわかりにくかったので、確認させていた

前段として、町の主催のつばき里山まつりが

だきました。

開催されているということになっています。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（農林課）
個人所有のものは、同意がとり辛いという

（「はい」
）

意味でした。
次に、26 ページ「農産物出荷奨励事業」で
（事務局）

す。2 次評価は、「青果用つわは、H28 年 1 月

個人所有者であるということが、わかり辛

の大雪の影響により、出荷量減になったもの

かったということでしょうか。

の、いんげんと湯がきカンコロ出荷量は増と
なり、農家の生産意欲の向上と増収が図られ

（委員）

ており、今後も継続する必要がある。」とし、

公有林と民有林で区別できるのではないで

Ｂ評価にしています。ご意見がありましたら

しょうか。

お願いします。

（事務局）

（意見なし）

「森林所有者」を「民有林所有者」として
よろしいでしょうか。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（委員）

（「はい」
）

民有林の所有者に対する交渉が重い交渉に
なるということで、計画自体もそれを踏まえ

次に、27 ページ「流通対策事業」です。2
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次評価は、
「島内に家畜市場がないため、本助

（「はい」
）

成により畜産農家の出荷経費の負担軽減が図
られており、経営安定及び畜産振興には、今

次に、29 ページ「共進会出品助成事業」で

後も必要である。
」とし、Ｂ評価にしています。

す。2 次評価は、
「平成 27 年度の事業実績はな

ご意見がありましたらお願いします。

く、成果もあがらなかったが、畜産農家相互
の意識向上、品質向上への意欲増進を図るう

（意見なし）

えで、今後も必要である。」とし、Ｂ評価にし
ています。ご意見がありましたらお願いしま

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

す。

（
「はい」
）

（農林課）
共進会に出品する前に牛の評価をされて、

次に、28 ページ「子牛価格生産安定特別対

町内の牛が選ばれておらず、結果的に実績が

策事業」です。2 次評価は、
「平成 27 年度は、

ありませんでした。

事業内容に該当がなく、事業の成果はなかっ
たが、子牛取引価格の下落を想定すると、今

（委員）

後も必要な事業である。
」とし、Ｂ評価にして

今後、出品候補が出てくるかもしれません。

います。ご意見がありましたらお願いします。
（事務局）
（農林課）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

実績が無かったという理由が、子牛価格が
高値であるため、基準を下回っていないとい

（「はい」
）

うことで、該当はしないのですが、もし下回
るような状況になれば、助成を行うことにな

次に、30 ページ「家畜共済加入奨励事業」

ります。

です。2 次評価は、
「平成 27 年度においては、
補助対象外の１戸を含め１１戸の加入促進が

（委員）

図られた。畜産農家の経営の安定と強化のた

平成 28 年度も 1 頭あたり 90 万円ぐらいな

め、加入費の助成は、今後も必要である。
」と

ので、助成する必要がなくなっているのが現

し、Ｂ評価にしています。ご意見がありまし

況です。

たらお願いします。

（農林課）

（意見なし）

下落した時のことを考えると、継続するこ
とが必要な事業ということで、Ｂ評価にして

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

います。
（「はい」
）
（事務局）
2 次評価の内容を「現状が高値で取引されて

次に、31 ページ「商工会補助事業」です。2

いるので、支援に該当がない。
」に修正したう

次評価は、
「13 件の新規加入があったが、退会

えで、２次評価のとおりで、よろしいでしょ

（主に廃業）が 30 件あり、結果として前年度

うか。

の加入者数をやや下回った。」とし、Ｃ評価に
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しています。ご意見がありましたらお願いし

がっていくことだと思います。

ます。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（意見なし）

（「はい」
）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

次に、34 ページ「特産品ブランド化支援推
進補助事業」です。2 次評価は、「本来は、予

（
「はい」
）

定通り４件の支援を行う予定であったが、世
界遺産登録延期で１件の申請取り下げとなっ

次に、32 ページ「中小企業退職金制度助成

た。結果として目標をやや下回ることとなっ

事業」です。2 次評価は、
「前年度加入者、575

た。
」とし、Ｃ評価にしています。ご意見があ

名を目標とし、
目標以上の加入者 619 名となっ

りましたらお願いします。

ているので、このまま継続して事業を行って
いく。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見が

（意見なし）

ありましたらお願いします。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（委員）
目標を達成しているのに、Ｂ評価というの

（「はい」
）

は、何か理由があるのでしょうか。
次に、35 ページ「長崎県産地ブランド産品
（観光商工課）

輸出促進事業」です。2 次評価は、
「ＥＵ圏で

目標は達成しているのですが、まだまだ、

のＰＲ活動回数３回を目標として、予定通り

雇用には繋がっていないと思っています。

実施した。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意
見がありましたらお願いします。

（事務局）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（委員）
これは、うどん以外の地域産品でも対象に

（
「はい」
）

なるのでしょうか。

次に、33 ページ「信用保証料補助事業」で

（観光商工課）

す。2 次評価は、
「年間の申請件数を 10 件と見

この事業は、長崎県がつかさどっておりま

込んだが、目標に届かなかった。
」とし、Ｃ評

して、主に本町の五島手延うどん、南島原市

価にしています。ご意見がありましたらお願

のそうめんを対象に、麺文化を海外展開する

いします。

事業であるため、他の産品はなかなか対象に
することは難しいです。

（委員）
金融機関においても、周知をしていかなけ

（事務局）

ればいけないですね。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（事務局）

（「はい」
）

お互いに連携して、啓発活動を行って、繋
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次に、36 ページ「うどん産業育成事業」で

いが、生活費等を助成することにより、漁業

す。2 次評価は、
「計画された事業はすべて実

に就業希望がある者に対して後押しになって

施し、衛生管理や認知度向上が十分に図られ

いる。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見が

た。」とし、Ｂ評価にしています。ご意見があ

ありましたらお願いします。

りましたらお願いします。
（意見なし）
（意見なし）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（
「はい」
）

（「はい」
）
次に、40 ページ「ながさき森林づくり担い
手対策事業」です。2 次評価は、「林業従事者

次に、38 ページ「離島輸送コスト支援補助

の継続な雇用が図られ、安定的な雇用に繋

事業（五島手延うどん）」です。2 次評価は、

がっており、林業組織育成のためにも、継続

「計画通り、２業者に対し支援を行い、本土

することが必要。」とし、Ｂ評価にしています。

との価格差の是正ができた。」とし、Ｂ評価に

ご意見がありましたらお願いします。

しています。ご意見がありましたらお願いし
ます。

（意見なし）

（委員）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

うどん業者はたくさんあるのに、なぜ 2 事
業者のみに補助しているのでしょうか。

（「はい」
）

（観光商工課）

次に、41 ページ「若者新規就労支援事業」

この事業の対象になるのが、海上の輸送コ

です。2 次評価は、
「制度要綱を制定（H28.4.1

ストとなります。船会社に持っていって送る

施行）し、町内世帯回覧及び町公式サイトに

場合は対象になりますが、宅配便を利用する

て、支援制度の内容を周知できた。
」とし、Ｂ

場合は、海上輸送部分の明確な費用が算出で

評価にしています。ご意見がありましたらお

きないということから、対象外となるため、

願いします。

制度に該当した 2 事業者のみとなっています。
宅配便も認めてほしいとの要望があり、国

（委員）

にもお願いはしましたが、認められていませ

実績はあるのでしょうか。

ん。
（事務局）
（事務局）

制度のスタートが平成 28 年 4 月 1 日で、3

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

年後に奨励金を交付する事業となっています。
来月、再周知を行うことにしており、申請を

（
「はい」
）

忘れている人がいないようにしたいと思って
います。

次に、39 ページ「漁業就業者確保育成対策
事業」です。2 次評価は、
「十分な金額ではな
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（委員）

ご意見がありましたらお願いします。

奨励金をもらおうとしたら、申請をしなけ
ればいけないということですね。

（委員）
これは、研修医の方に直接助成されるので

（事務局）

しょうか。

平成 28 年 4 月 1 日以降に新規に就職された
人が対象になります。

（健康保険課）

10 万円が高いか安いかはわかりませんが、

そのとおりです。町長から贈呈してもらい

少しでも地元に就職してもらおうという思い

ます。

ですので、各事業所で該当しそうな人がいま
したら、お声掛けをお願いします。

（事務局）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（委員）
職種の制限は、ありますか。

（「はい」
）

（事務局）

しごとプロジェクトの評価対象事業は以上

役場職員は、対象外です。

となります。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

次に、横断プロジェクト分になります。
121 ページ「企業誘致促進事業」です。2 次

（
「はい」
）

評価は、
「秋ごろの事業開始に向けてサポート
を行ったが、結果的に年度末まで開業準備を

次に、43 ページ「海洋観光による雇用創出

要し、社員募集の周知期間が短くなったこと

事業」です。2 次評価は、
「関係機関との事前

もあり、当初雇用人数が計画を下回った。」と

調整において、多少の遅れがあるものの、ほ

し、Ｃ評価にしています。ご意見がありまし

ぼ目標どおりに進捗しており継続して事業を

たらお願いします。

進捗する。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意
見がありましたらお願いします。

（委員）
Ｃ評価となっていますが、創業もできたし、

（意見なし）

雇用もできたと考えれば、評価できるのでは
ないでしょうか。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（事務局）
（
「はい」
）

Ｃ評価としたのは、横断プロジェクトの数
値目標が「企業誘致による雇用創出者数」で、

次に、44 ページ「医師確保対策特別補助事

平成 31 年度までに 70 人雇用創出しますとい

業」です。2 次評価は、
「この事業により、平

うのがあって、実際 4 人の実績しかなく、達

成 27 年度は実績はないものの、平成 28 年度

成率が 5.7％であったことを踏まえたうえで

は 1 名、平成 29 年度には 3 名の臨床研修が予

の辛い評価を自分たちでつけたということで

定されている状況であり、今後も事業を継続

す。

していくことが、離島医療医師確保に繋がる
ものと考える。」とし、Ｂ評価にしています。
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（委員）

はありました。

なかなか人材が集まらない中で、30 名の雇

給料の面で言えば、初任給で手取り 15 万円

用というのはできるのですか。

ぐらいなので、初任給の平均値で言うとそれ
なりにはあるのかなと思っています。

（事務局）

社長の意向としては、五島をどうにかした

3 年で 30 名というのも、かなり高いハード

いという意欲を持った若い人を雇いたいとい

ルだと思っています。必ず達成するとは言い

う趣旨であったので、現在 5 人雇用している

難いところがありますが、社長の気持ちとし

ほとんどの職員がＩＴ未経験の人です。

ては、雇いたいということではあります。

今後の募集では、技能的なこともですが、

都会では、このような職のニーズは多いよ

やる気の部分を重視して行ったほうが良いの

うですが、町内ではＩＴとつくだけで、一歩

かなと町としては考えています。

引いている人が多いのではないかと思ってい

社長としては、最初に雇用する 10 人は、自

ます。その辺については、どのような周知方

分できちんとした人を選びたいという意向が

法が良いのかなど、県とも一緒にやっていく

あったので、町としては見守りながら対応し

ような話はしています。誘致して、やっぱり

たという経緯があります。

ダメでしたということで撤退されるのもいけ
ないことなので、安定するまでの支援は、マ

（委員）

ンパワーでやる必要があるので、そこはがん

誘致して雇用した人数が少なかったから、

ばっていきたいと思っています。

Ｃという評価にされていますが、まず誘致し
ないと雇用が生まれないわけですから、誘致

（委員）

できたことをまず評価して、雇用人数につい

横断プロジェクトの数値目標に雇用創出者

ては、その後の年度で評価して良いのではな

数というのがありますが、ＫＰＩに企業誘致

いかと思うので、Ｂ評価で良いのではないで

よる立地企業数を 5 年間に 3 件というものも

しょうか。

あり、既に 1 件 33.3％の達成を考えれば、企
業誘致というくくりで客観的に見れば、Ｂ評

（事務局）

価でも良いのではないかと思います。

ありがとうございます。2 人の委員さんから
Ｂ評価に上げても良いのではないかとのご意

（委員）

見がありました。委員評価は、Ｂ評価として、

実際のところ、企業側の雇用条件や福利厚

評価内容は、
「雇用創出者は少なかったものの

生あたりも影響してくると思いますが、町と

誘致企業数としては 1 件を確保できており、

しては把握していると思いますが、一般の企

雇用創出者については今後の動向を見守りな

業と比べてどのような感じなのか。社長さん

がら判断する。」としてよろしいでしょうか。

が地元出身ということなので、地域に貢献し
ようという思いで会社を立ち上げて、募集し

（「はい」
）

ているとは思いますが、いかがでしょうか。
次に、152 ページ「地域おこし協力隊推進事
（事務局）

業」です。この事業は、3 つの課で行っており、

実際に募集の時には、技能的な条件を書い

最初は農林課の分となります。2 次評価は、
「平

てあって、ぱっと見たときに、こちらの若い

成 25 年度～27 年度において、椿油商品の生産

人たちがそれについていけるのかという思い

増大・販路拡大に寄与した。該当隊員は 27 年
12

度で終了だが、今後、林業に関する地域おこ

できなかった。」とし、Ｂ評価にしています。

し協力隊を活用したい。
」とし、Ｂ評価にして

ご意見がありましたらお願いします。

います。ご意見がありましたらお願いします。
（意見なし）
（委員）
これは、地域おこし協力隊の方が、平成 25

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

年度から 27 年度において、椿油の販路拡大な
どに関わっていて、そのうち一人は、今後、

（「はい」
）

林業に関する地域おこし協力隊として活動す
るということですか。

ありがとうございます。
これで、しごと部会での評価は終わりまし

（事務局）

たが、何か言い忘れがありましたら、ご意見

いいえ、そうではなく、該当の 2 名の任期

をお願いします。

は 27 年度で終了しています。終了後、1 名は、
島外へ、もう 1 名は、役場の採用試験を受け

（意見なし）

て合格し、役場職員となっています。
今後、地方創生の事業の中で、林業を拡大

以上で、しごと部会を終了します。

していくために、新たに林業に関する地域お
こし協力隊を雇いたいというような評価の書
き方となっています。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（
「はい」
）
次に、153 ページ観光商工課分です。2 次評
価は、
「インバウンド対応のリーフレット類の
翻訳により受入体制の進展が図れた。また、
SNS 等による情報発信により、本町の観光情報
等を拡散できた。
」とし、Ｂ評価にしています。
この事業は、平成 27 年度からの 3 ヵ年の事業
となっています。ご意見がありましたらお願
いします。
（意見なし）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（
「はい」
）
最後に、154 ページ文化財課分です。2 次評
価は、
「文化的景観専用ホームページの開設が
13

新上五島町人口減少対策推進・検証会議

会議録

名

称

第２回新上五島町人口減少対策推進・検証会議に伴うひとプロジェクト部会

日

時

平成２９年１月２４日（火）午後１時３０分から午後３時２５分まで

場

所

新上五島町役場３階委員会室

出席構成員

古賀様、嶋藤様、堀江様、河又様、森藤様、竹内様、中野様、鳥原様
１．開会

次

第

２．効果検証
３．閉会
○参考資料

資料一覧

○評価資料１ 【２次評価後】総合戦略事業評価一覧表（平成 27 年度）
○評価資料２ 【２次評価後】総合戦略事業評価シート（平成 27 年度）
○評価資料３ 【２次評価後】総合戦略数値目標・KPI 一覧表（平成 27 年度）

会 議 録

第２回推進・検証会議に伴うひとプロジェクト部会結果（別紙のとおり）

アンケート調査を実施して把握することに

第２回新上五島町人口減少対策推
進・検証会議に伴うひとプロジェク
ト部会結果（会議録）

なっておりますので、学校教育課におかれま
しては、各年度末、卒業前に愛着度を把握す
るための、アンケート調査を実施し、ＫＰＩ
の把握を行っていただきたいと思っています

（事務局）

ので、改めてお願いします。

ただいまから、ひと部会を始めたいと思い

次に、
「婚活支援センター会員数」のＫＰＩ

ます。

については、掲載のとおりで、実績値が 51 人、

それでは、はじめに数値目標・ＫＰＩにつ

達成率 51％になっています。

いて、簡単に説明させていただきます。評価

次に、
「婚活支援センター事業による成婚数」

資料３になります。

を 5 年間で 5 組にするＫＰＩです。平成 27 年

ひとプロジェクト分は 3 ページからになり

度は初年度ということもあり、カップルの成

ます。

立は、7 組あったものの、成婚までにはいたっ

数値目標の「社会動態による人口減を抑制

ていないということで、実績は 0 組で、達成

する」目標については、掲載のとおりで、実

率は 0％になっています。

績値が▲271 人、達成率が 45％になっていま

次に、
「出生数」のＫＰＩについては、掲載

す。

のとおりで、実績値は 88 人、達成率 71％に

次に、
「婚姻届出数」の目標についても、掲

なっています。

載のとおりで、実績値が 64 件、達成率 91.4％

次に、
「住民の子育て環境や支援に対する満

になっています。

足度が低いとする割合」を 5 年後に 10％以下

次に、
「合計特殊出生率」です。これは公表

に抑制するＫＰＩです。この基準値は、長崎

時期の関係から、基準値も含め、１年遅れの

県と県内自治体共同で実施した結婚・妊娠・

数値となります。したがって、実績値は平成

出産・子育ての意識調査の結果を用いていま

26 年の数値で、2.15、達成率 94.7％になりま

す。

す。

今後の実績値把握については、同規

模のアンケート調査を実施しなければならな

次に、重要業績評価指標（ＫＰＩ）です。

いため、第２次総合計画基本計画の見直し時

「高校卒業者の島内就職者数」です。高校

に行うアンケート調査により把握することに

卒業者の島内就職者数を５ヵ年度平均値で年

しています。アンケートの実施・集計時期に

間 28 人にするＫＰＩです。平成 27 年度は、

ついては、平成 30 年度後半から平成 31 年度

目標値から 18 人減の 10 人で、達成率は、

を予定しています。

35.7％となっています。ちなみに卒業者 178

次の「ワーキングマザー両立応援講座等の

人のうち島内就職者は、10 人ということで

受講者数」のＫＰＩについては、未実施で、

5.6％、就職者 47 人のうち島内就職者は、

実績なしです。

21.3％となっています。

次に、
「シルバー人材センター会員数」を 5

次の「新上五島町 PR 大使」のＫＰＩについ

年後に 100 人にするＫＰＩです。平成 27 年度

ては、平成 27 年度は未実施で、
実績なしです。

は、基準値と比べ、18 人増の 84 人で、基準値

次の「新上五島町に愛着を持つ中学生・小

からの達成率は、84％になっていますが、目

学６年生」の割合を平成 31 年度までに 100％

標増加数 34 人に対する達成率は 52.9％とな

にするＫＰＩですが、これも新規事業のため、

ります。

実績値はありません。このＫＰＩは、毎年度、

次の「地域人材バンク登録者数」のＫＰＩ

郷土愛育成の授業に取り組んだ結果、子ども

については、未実施で、実績なしです。

達に郷土愛が根付いているのかを、毎年度、
1

次の「平均寿命の延伸」についてですが、

（事務局）

更新データが国・県から公表されておらず、

中五島高校から 6 名、上五島高校から 4 名

翌年度以降、更新があったら、実績値とする

の方に島内に就職していただきました。公務

予定です。

員になられた方が 3 名、介護職が 2 名、介護

ひと分野のＫＰＩの最後で、
「国民健康保険

の調理員が 1 名、ホテルに 1 名、交通安全協

加入者の特定健康診査受診率」のＫＰＩにつ

会に 1 名、農協に 1 名、うどんの里に 1 名の

いては、掲載のとおりで、実績値が 41.1％、

計 10 名が島内に就職しています。学校に求人

達成率 68.5％になります。

がどの程度あったかについては把握しており

続いて、横断プロジェクトのＫＰＩで、9

ません。

ページになります。
「町の移住相談窓口を通じて移住して来た

（委員）

世帯数」を５年後に 126 世帯にするＫＰＩで

目標値を考える上で、求人が無いところに、

す。平成 27 年度は、基準値と比べ、16 世帯増

実績を上げようと思ってもなかなか上がらな

の 74 世帯で、基準値からの達成率は、58.7％

いところですので、高校というよりも、地元

になっていますが、目標増加数 68 世帯に対す

の求人を求める産業のほうが活性化されない

る達成率は 23.5％となります。

ことには、求人も出ないので、その辺を踏ま

最後に、
「町の移住相談窓口を通じての移住

えて、数字を考えたいと思います。

者数」を５年後に 200 人にするＫＰＩです。
平成 27 年度は、基準値と比べ、31 人増の 137

（事務局）

人で、基準値からの達成率は、68.5％になっ

ありがとうございました。他にございませ

ていますが、目標増加数 94 人に対する達成率

んか。

は 33％となります。
以上関連する数値目標及びＫＰＩの説明と

（委員）

なります。このＫＰＩ等を念頭においていた

町の移住相談窓口を通じて移住した世帯数

だきまして、評価をしていただくわけですが、

などはわかっていますが、町を通さずに移住

この数値目標については、平成 27 年度から

してこられた方については、住民登録等で把

5 ヵ年間の取り組みでの成果になりますので、

握できると思われますが、その辺はわかりま

平成 27 年度の実績だけで判断できるものでは

すか。

ありませんが、進捗状況としてとらえていた
だいて、評価を行っていただければと思いま

（事務局）

す。

総合窓口課が転入転出の窓口になるわけで

ＫＰＩ等について、ご質問やご意見はあり

すが、転入の届出の際に「移住ですか」との

ませんか。

お尋ねはしていませんので、実際には、アン
ケートの実施などにより、転入の理由等を把

（委員）

握できるような作り込みをすればいいのかも

「高校卒業者の島内就職者数」が 10 人とあ

しれませんが、そこまで出来ておりませんの

りましたが、この 10 人の方がどのような職種

で、移住相談窓口を通したもののみをカウン

についたのか、また、求人等がどの程度あっ

トしています。申し訳ございません。

たのかわかりますか。
（委員）
それに関連してですが、平成 27 年度の時点
2

で、移住してこられた方は、何人いらっしゃ

てとらえていただき、5 段階の評価をしていた

いますか。

だければと思います。

（事務局）

（福祉長寿課）

平成 27 年度までの累計で 137 人、74 世帯と

評価に入る前に資料の修正をお願いします。

なっています。平成 27 年度だけで申し上げま

74 ページの事業の実績・取組状況の欄の「見

すと、相談件数が 65 件ありまして、うち 31

守り協力員 34 人」とあるところを「見守り協

人、16 世帯が移住してきております。

力員 44 人」に修正をお願いします。
以上です。

（委員）

（事務局）

ここで言う移住とは、どこまでを言ってい

ひとプロジェクトの評価シートは、47 ペー

るのでしょうか。

ジから 77 ページになります。ひとプロジェク
トに関する事業は平成 28 年度以降に実施する

（事務局）

新規事業が多いため、今回評価を行う平成 27

Ｕターン及びＩターン者を移住といってい

年度は未実施で、次年度以降に評価を行うも

ます。

のが結構あります。
まず 47 ページ「しま留学生里親助成事業」

（事務局）

です。この事業は新規事業のため、平成 27 年

他にご意見等はございませんか。

度の実績はありません。
課題の解決策は「高等学校の離島留学制度

（意見なし）

については、長崎県の事業であるため、県に
事業の推進をお願いしていく。ただし、小中

それでは、各事業の評価シートに基づき、3

学校の児童生徒の里親制度の導入について、

次評価として委員評価を行ってまいります。

奈良尾地区、若松地区で平成 29 年度からの事

ひと部会の評価対象事業は、ひとプロジェ

業実施に向けて検討していくことにしてい

クトで 13 事業、横断プロジェクトで 2 事業、

る。」としています。今回は評価の対象には

計 15 事業となっています。

なっておりませんが、ご意見はありませんか。

部会の進め方としましては、委員の皆様に
は、事前に資料に目を通していただいている

（委員）

ものと思いますので、事業名と 2 次評価の結

長崎県のほうで、新上五島町の 2 つの高校

果などについて、説明を行いますので、それ

で離島留学を受け入れる計画を聞いたことが

に対して、納得がいかないとか、もっと事業

ありませんが、これは、可能なのでしょうか。

の内容を聞きたいなどの意見がございました
ら、関係課の担当もいますので、ご質問いた

（事務局）

だければと思います。最終的にはシートの一

高等学校の留学制度としておりますが、小

番下の委員評価を決定していくことになりま

学校や中学校まで拡大してやれないかと考え

すが、評価方法といたしましては、ＡからＥ

ています。県の事業としては厳しいとは思っ

の 5 段階評価となります。先ほども説明しま

ています。県にお願いして離島留学制度を行

したが、5 年間の取り組みとして目標を達成す

いたいという思いもありますが、実際に、民

るもの、各年度で目標を達成するものがあり

間の方で、離島留学を始めている方もいらっ

ますので、取り組むべき事業の進捗状況とし

しゃいますので、その辺も含めて、離島留学
3

というところの事業として展開していけない

の協議もしながら進めるべきだと思います。

か考えています。

そして、小中学校の取り組みについては、平
成 29 年度から奈良尾・若松地区での実施を検

（学校教育課）

討ということは、平成 29 年度から子どもが来

2 つの事業が書かれています。1 つ目が質問

るということなのですか。

にありました高校の離島留学に関する件で、
現在、本町では行われていません。2 つ目が今

（学校教育課）

後、小中学校で里親制度を導入するというこ

来年度に入学するということではなく、来

とで、五島市では島留学と呼んでいます。全

年度から里親を探すなどの取り組みを行う方

国的には、山村留学として行われていますが、

向で検討しているということです。

都会の小中学生を、島の魅力を紹介し、こち
らに住んでいただいて、本町の小中学校に通

（委員）

うというような制度になります。これにつき

民間の方が、北地区でそのような事業を

ましては、事業を立ち上げようと準備してい

行っているのは、町の支援を受けて実施して

るところであります。目標としては、平成 29

いるということでしょうか。

年度に実施できればと思っています。北地区
のほうでは、実際に個人で、留学制度を行っ

（事務局）

ているところがありまして、募集を行うなど

休みのときに親元に帰省する際の旅費を助

動き出していますので、町としてそちらへの

成できないかなど考えてはいるものの、今の

支援も行わなければと思っています。

ところ、町の助成は行っていません。

（事務局）

（事務局）

高校の離島留学について、私たちが聞いて

他にご意見はありませんか。

いる話では、正式なお願いではなく、本町で
行える可能性があるのかということでお聞き

（意見なし）

したときに、これ以上増やすのは、なかなか
難しいといったようなお答えがありました。

次に、48 ページ「専門学校（養成所）立地・

しかしながら、他の島で行っているのに、私

誘致事業」です。こちらも新規事業ですので、

たちの島で行ってもらえないのはどうかとい

平成 27 年度の取り組みはございません。

うところもありまして、要望は続けていかな

課題の解決策は「H28 年度においては、県内

ければならないと思っています。せっかく、

離島の他市における福祉系専門学校設置の状

上五島高校や中五島高校で、特徴的な取り組

況等について情報収集を行うなど、可能性を

みとして地域探求学習やパブリック・ワーク

検討する。また、地方創生推進交付金の補助

を行っていらっしゃって、長崎県内でも知ら

対象にならないことから、財源の確保につい

れている状況ですので、そのようなことも利

ても検討する。」としています。ご意見があり

用して、お願いはしていきたいという思いで、

ましたら、お願いします。

事業内容に書かれてあると判断しております。
（意見なし）
（委員）
県にお願いするばかりではなく、先生方が

次に進みます。49 ページ「奨学資金貸与事

始めて聞いたというやり方ではなく、高校と

業」です。こちらも新規拡充事業ですので、
4

平成 27 年度の取り組みはございません。参考

（事務局）

までに、平成 27 年度の新規貸与者は 10 名、

あくまでもこの事業は、町単独のものとご

平成 27 年度末貸与者総数は 33 名となってお

理解していただければと思います。

ります。ご意見がありましたら、お願いしま
す。

（委員）
国は国で動いていることで、ただし、それ

（委員）

は所得の制限などがあって、長崎県は県で動

今年度中に事業計画を作成ということは、

いていて、建設業や介護などの業種が絞られ

あと 2 ヶ月程度ですが進捗状況はどのような

た形で、返還分を補助する制度ということで、

感じでしょうか。返還免除での奨学金の見通

現在、調査が入っています。町では、町に帰っ

しがどの程度たっているのでしょうか。

てくればというのが条件になるのかと思って
います。あとは、それらを併用できるのかと

（事務局）

いうところを詰めていって、個人的には、新

奨学金を担当している職員が、別の部会に

上五島町の奨学金を併用可として、とにかく

参加していますので、全体会でお願いできれ

戻ってきやすいような制度が良いのかなと

ばと思います。私たちが、概略を聞いている

思っています。

範囲では、返還を免除することが条例等で問
題があるようで、返還分を補助するような形

（事務局）

で、実質免除の方法を考えているとのことで

他にありませんか。

した。要綱等の施行は平成 29 年度からになる
ものと思われますが、今の何年生から該当す

（意見なし）

るなどの詳細は、わかりません。
それでは、次に進みます。50 ページ「ＳＫ
（委員）

Ｇ２０プロジェクト事業～「地域課題」に向

その奨学金制度というのは、現在、国が給

き合うキャリア教育～」です。こちらも新規

付型の奨学金制度を作るということが言われ

事業ですので、平成 27 年度の取り組みはござ

ているが、それと町のこの制度がマッチング

いません。

して、町の奨学金の免除部分に国からの助成

課題の解決策は「小・中の学社連携担当の

が来るようになるのでしょうか。

教職員及び各高校の担当者に協力を得ながら、
共通理解をとる場を設定。」としています。評

（事務局）

価は、次年度以降になります。ご意見があり

国が行おうとしている奨学金の制度では、

ましたら、お願いします。

各自治体が独自で行っている奨学金は対象外
で、国からお金が流れてくることはないと

（意見なし）

思っています。
次に、51 ページ「学校地域連携（職場体験・
（委員）

インターンシップ）事業」です。2 次評価は、

そうなれば、学業に勤しむ人たちに、財政

「全中学校が、各学校の実状、地域の実態に

的な援助ができるのかなと思った次第です。

応じた職場体験学習ができた。その際、生徒
の夢、憧れを持って、自分自身の志へと高め
ていく指導ができている。また、地域で真剣
5

に働いている方々の思いをくみ取ることがで

たことがない、行ったことがないという生徒

きた。また、各学校、発表会等でその実績の

がほとんどでありまして、例えば、高校 1 年

公開ができた。」とし、Ｂ評価としています。

生や 2 年生でもいいのですが、大学を見学に

成果として、
「全中学校での職場体験学習とそ

行く時に、少し助成をしていただくとか、中

の学んだことの生徒間の共有」ができたとい

学生の時でも構いませんが、早い時期から学

うこと、課題として、
「中高間の職場体験、イ

習意欲が高まるような取り組みに結び付けて

ンターンシップの活動内容の共有」行うべき

もらえれば、ありがたいなと思います。

ではなかったかということが出ています。こ
の事業について、ご意見はありませんか。も

（事務局）

しご意見がない場合は、
「2 次評価のとおり」

ありがとうございます。先ほどのご意見を

ということになります。

受けて、2 次評価のＢから変更が出てきますで
しょうか。

（委員）
島外の中学校に入学する例も身近にあり、

（委員）

中学校からでは、遅いのではないかと思いま

例えばですね、成果で「全中学校での職場

す。小学校から始めるべきではないかと思い

体験学習とその学んだことの生徒間の共有」

ます。

ができたというのがありますが、小学校はど
うだったのかとか、課題に出ているように、

（事務局）

高校にどう繋げていくのか、まさに SKG20 プ

ありがとうございます。他にありませんか。

ロジェクト事業に繋がっていくと思いますが、
これはトータルで考えなければいけないと思

（委員）

います。今、意見があったように、中学校に

高校生の弁論大会を聴いていただいた方は

上がるときに島を出て行っている生徒がいる

おわかりかと思いますが、高校生になって、

ことは、移住で何人という数値を出していま

この島の課題や島のことをわかるようになっ

すが、出て行く数でそれをはるかに超えてい

たと発表していた高校生の皆さんが、小学生

たら、元も子もないわけで、そこに子育てと

のときからこの島の魅力や課題やいろんなこ

して魅力ある学校教育が入っていると思うん

とを総合的に職場体験だけじゃなくて、学ん

ですね。それが中学校だけで考えるのか、そ

でいく必要があるのではないかと思います。

れぞれの小学校で考えるのか、高校は県立だ

確かにインターンシップ等で高校生ががん

から高校だけで考えるのか、という考え方で

ばっている姿を見て、凄いなということをこ

はなくて、子ども達がいなくなると島は無く

の前の発表会でも感じました。それを小学校

なるわけですから、そこを繋ぐような事業を

の時からでも、それなりにできるような体制

もう少し踏み込まないと、これまでどおりに

で行っていったら、この島はもっと力が出る

やっていてもダメなのかなということを凄く

のではないかと思います。

思います。ですので、小学校中学校連携の部
分も何らかの実績や評価が必要なのではない

（委員）

かと思いました。Ｂ評価ということは、この

目的の最後に「学習意欲の向上に努める」

状態を継続するということで、次の一手はな

と書いてありますが、先日、島内 60 名ほどの

いのかなという感じがするんですけど、そん

生徒が国公立大学を目指して、センター試験

なことはないのでしょうか。

を受けております。ところが、大学自体を見
6

（委員）

島外にいても、この島のために何かしら貢献

小学校も職場体験とまではいかなくても、

したいという思いを育てるということだと思

職場の見学には、おそらく行っていると思い

うんですね。そう考えると、発達段階で、小

ます。体験だけではなくて、まず体験の前の

学生はここまで、例えば、地域を知るという

見学は、共同学習か何かで行っていると思い

ことを既にされていて、それでいいと思うん

ます。ただ、不満なのが、地域を知ろうとい

ですけど、それでは中学校もそれにどう上乗

うことで、社協で旧町を回って夏休みにワー

せしていくのか、高校でどう上乗せしていく

クキャンプを行っていましたが、子どもたち

かというところが、凄く重要になってくると

が忙しくて、年々参加者が減って、一昨年、

思うんですよね。今、話のあった総合学習に

最後に若松地区を行いました。子ども達が忙

ついては、高校は逆に、このようなことをや

しいということもあるのでしょうが、学ぶ機

らなければいけないということが、今度の指

会というものが、少なくなっているのではな

導要領で出てくると思うんですけど、トータ

いかという気がします。ですから、小学校の

ルでデザインする人、コーディネートする人

時からでも、共同学習で職場見学しているよ

がいないのが現状だと思います。小学校は小

うなので、この中に入れるかどうかわかりま

学校でそれぞれ一生懸命やっている、中学校

せんが、中学校だけをここには書いています

は中学校でそれぞれ一生懸命やっている。た

が、小学校の職場見学というのも、ここに入

だ、その目的・目標が成長段階に応じて、き

れればいいのかなと思います。

ちんと設定できているのかとか、繋がりが出
来ているのかというところを、小中高校の先

（学校教育課）

生方が集まって、検証するんでしょうけど、

事業の実績・取組状況欄の中ほどに、
「小学

その機会すら今無いので、そのような機会を

校においても」ということで、書かせていた

ぜひ設定していただいたりとか、パブリッ

だいております。社会科や総合学習の時間な

ク・ワークの中で、子ども達が言うのは、自

どで、社会科見学、職場見学というのは、小

分の地域しか知らない、有中の子は有川しか

学校でも行っています。カリキュラムの中で

知らない、もちろんそうだと思いますが、そ

の実施になりますので、小学校のほうも今後、

れをどのように他の地域まで広げるかとか、

学習指導要領で英語科のほうが入ってくると

逆に言うと有川のことすら知らない生徒もい

なると、総合的な学習の縮減等も出てきます。

るとか、そういう生徒の意見を聞くと、もう

そうなった時に、学校教育の中で、この職場

少しどうにかしないといけないなという気が

体験等が、どこまで小学校で出来るのかとい

凄くするので、結論はありませんが、教育っ

うことは出てくるのかなと思っています。ど

て凄く大事だなというのを思います。

うしても、そこに関しましては、学校独自で
やれる部分ではありませんので、カリキュラ

（学校教育課）

ムの中身の絡み等も踏まえながら、今後、考

その取り組みが、50 ページの「SKG20 プロ

えていかなければならないと思います。

ジェクト事業」になります。

（委員）

（委員）

結局ですよ、子ども達に愛着を持たせると

ＫＰＩにあった愛着度を確認するためのア

いうことは、地域のことを知って、この島が

ンケート調査を今年度中にアンケート調査を

好きだという思いで、当然、島を出て仕事を

行うことが可能かどうかわかりませんが、実

するとかしながらも、島に帰って来たいとか、

施できれば、来年度以降の事業の成果が見え
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てくると思います。

（意見なし）

（事務局）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

町に愛着を持つ中学生・小学 6 年生把握の
ためのアンケート調査は、今年度末、卒業前

（「はい」
）

に実施するようには、学校教育課にお願いし
ています。

次に、56 ページ「妊婦健診受診交通費助成
事業」です、2 次評価は「補助制度の周知を図

（事務局）

り、制度の利用をすることで継続的な健診受

ご意見ありがとうございます。最終の委員

診・経済的な負担の軽減を図ることができた。」

評価を行っていただきたいと思います。

として、Ｂ評価にしています。ご意見があり
ましたらお願いします。

（委員）
私は、Ｂ評価でいいと思いますが、継続と

（こども課）

いう形が、今出された意見を踏まえて、
「SKG20

誤って載せておりますので、課題欄に記載

プロジェクト事業」と連携させて、お互い充

している内容を削除願います。

実させて、同じ継続でも要因を分析しながら
連携していかなければいけないと思いました。 （事務局）
ご意見はありませんか。
（事務局）
それでは、評価はＢのままとして、いただ

（委員）

いたご意見を評価に反映させながら、次年度

助成額やキロ数が要綱に定められて実施さ

以降取り組んでいきたいと思いますので、よ

れていると思いますが、設定を高くして、目

ろしくお願いいたします。

標に向かってというわけにはいかないので
しょうか。

（
「はい」
）
（こども課）
次に進みます。今回の評価対象の事業を先

今現在、バス路線で片道 20 キロメートルと

に行わせていただいて、時間に余裕があるよ

いう地域を設定しています。若松島より先の

うでしたら、次年度以降の事業についても行

若松地区、奈良尾地区、北魚目地区、有川の

うということで進めたいと思いますが、よろ

友住や頭ヶ島地区もですが、対象者全てに対

しいでしょうか。

して、申請があったものには、100％支出をし
ておりますが、額としては、確かに少ないの

（
「はい」
）

かもしれません。参考ですが、28 年度は 8 名
が利用しています。遠いので 20 キロメートル

次は、55 ページ「結婚生活サポート事業」

を基準として進めたものでありますので、距

になります。2 次評価は「平成 28 年 4 月 1 日

離を短くしようとかということは考えており

からの祝金支給の準備を整えることができ

ません。

た。」として、Ｂ評価としています。この事業
について、ご意見はありませんか。

（委員）
目標は、大きく持って、それに向かってが
8

んばってもらえないかという思いがあったの

（こども課）

で、目標がそこなのか、もっと上の段階の目

現在の実績は、1 件もございません。この事

標をたてるべきじゃないかと思いました。

業は、医者がいなくてどうこうではなく、妊
婦さんの状態で判断になるので、今年度は、

（こども課）

今のところ該当者なしということになってい

この事業は、従来から行ってきた事業です

ます。しかしながら、こども課として、検討

が、他の事業も併せて、人口減少対策に取り

が必要だと思っているのが、34 週を過ぎた妊

組んでいかなければならないと思っています。 婦を対象と書いていますが、今年度、20 数週
で危ないという方がいて、島外の病院へ行っ
（委員）

た事例がありました。この制度では、対象に

それはわかっていますが、旧態依然とする

ならなかったということが実際にありました

ものではなく、目標を高くして、より多く妊

ので、早めに検討すべきだと課内で話してい

婦さんが安心して出産できる体制ができない

ます。

かなと思って意見しました。
（委員）
（こども課）

私の知り合いにも、10 月の出産予定の方が、

ありがとうございます。

7 月ぐらいから入院している方がいらっしゃ
います。

（事務局）
他にご意見はありませんか。

（こども課）
そのような例があるので、週の制限を削除

（意見なし）

するのか、早めにするのかを検討していると
ころです。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（事務局）
（
「はい」
）

他にご意見はありませんか。

次に、57 ページ「安心出産支援補助事業」

（意見なし）

です、2 次評価は「本町の医療機関からリスク
の高い分娩として紹介された妊婦（妊娠 34 週

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

すぎた妊婦）に対して、制度を利用すること
で、出産に際しての経済的支援を行うことが

（「はい」
）

できた。
」として、Ｂ評価にしています。ご意
見がありましたらお願いします。

次に、59 ページ「出生祝金支給事業」です。
2 次評価は「制度の利用に向け補助制度の周知

（委員）

を図り、出生数は減少傾向にあるが目標達成

Ｂ評価でいいとは思いますが、お聞きした

に向けて取り組んでいく。」とし、Ｂ評価にし

いのですが、現在、町内の産婦人科医は 1 名

ています。ご意見がありましたらお願いしま

ですよね。そうした場合、平成 28 年度の利用

す。

者は増えているんでしょうか。
（意見なし）
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2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

次に、70 ページ「高齢者の生きがい対策事
業（シルバー人材センター運営費補助事業）」

（
「はい」
）

です。2 次評価は「登録者数、事業費収入共に
増加し、事業も安定してきた。
」とし、Ｂ評価

次に、61 ページ「放課後児童クラブ等育成

にしています。ご意見がありましたらお願い

支援事業」です。2 次評価は「子ども・子育て

します。

支援法の中でも、事業が必要とされており、
町として実施していく必要がある。」とし、Ｂ

（委員）

評価にしています。ご意見がありましたらお

社協が委託を受けておりますが、今のとこ

願いします。

ろ順調に、町民の皆さんの要望に、シルバー
人材センターの資源に活用できるものだけに
（意見なし）

は対応できておりますので、今後、生活支援
コーディネーターの制度が出来ておりますの

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

で、これでまた、シルバー人材センターの活
用がかなり活発になっていくのではないかと

（
「はい」
）

思いますので、今回は、この評価でよろしい
のではないでしょうか。

次に、62 ページ「放課後子ども教室事業」
です。2 次評価は「子ども・子育て支援法の中

（委員）

でも、事業が必要とされており、町として実

一番多い仕事の依頼はどのようなことなの

施していく必要がある。
」とし、Ｂ評価にして

でしょうか。

います。ご意見がありましたらお願いします。
（委員）
（意見なし）

一番多いのは、除草作業のようです。最近
は、お墓の清掃なども出てきています。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（事務局）
（
「はい」
）

他にご意見はありませんか。

次に、63 ページ「ひとり親家庭の学習支援

（意見なし）

事業」です。2 次評価は「支援希望者について
は、すべて対応することができた。
」とし、Ｂ

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

評価にしています。ご意見がありましたらお
願いします。

（「はい」
）
（意見なし）

次に、73 ページ「介護予防普及啓発事業」
です。2 次評価は「今後も効果的かつ継続性の

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

期待できるプログラムを提供し、介護予防の
場づくりを進めていく。
」とし、Ｂ評価にして

（
「はい」
）

います。ご意見がありましたらお願いします。

10

（意見なし）

したらお願いします。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（委員）
対象年齢は何歳でしょうか。

（
「はい」
）
（健康保険課）
次に、74 ページ「高齢者見守りネットワー

国保の方で、40 歳から 74 歳までが対象です。

ク事業」です。2 次評価は「今後も、高齢化が
進展するとともに、ひとり暮らし高齢者や高

（委員）

齢者のみの世帯は増加すると予想される。こ

国保だけですか。

れまでの見守り体制の見直しとともに、適切
な支援ができる地域の体制を整えることも必

（健康保険課）

要である。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意

町の健診自体は、保険者が受診させるよう

見がありましたらお願いします。

になっておりますので、国民健康保険の方、
後期高齢者医療保険の方、生活保護の方が対

（意見なし）

象になりますが、目標に設定しているのは、
国民健康保険の方で働き盛りの方からとして

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（
「はい」
）

います。
（委員）
それが受診対象者になって、受診者の割合

次に、75 ページ「買い物支援事業」です。2

が出てくるわけですか。60％というのは、な

次評価は「目標は達成できているものの、今

かなか難しいですね。

後も対象となる高齢者の利用拡大に向けて取
り組む必要がある。
」とし、Ｂ評価にしていま

（健康保険課）

す。ご意見がありましたらお願いします。

国の国保に対する目標が一律 60％というの
が現状となっておりまして、それで目標を設

（意見なし）

定させていただいています。
国保の方となると、自営業の方が多くなり

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

まして、40 代 50 代は、忙しくて受けることが
出来なかったり、60 代を超える方は、定期的

（
「はい」
）

に病院に通っている方が多いので、健診は受
けなくてもいいと思っている方も多いのが現

ひとプロジェクトの最後の評価対象事業に

状です。また、どうしても自分は受けたくな

なります。76 ページ「特定健康診査等事業」

いと拒否される人もいます。

です。2 次評価は「国の目標値である 60％に

働き盛り世代が受けやすいように、昨年度

は程遠い」
「町内の医療機関では診療と併せて

は、医療機関の先生方のご協力を受けて、夜

健診を行っており、受診者を増やすための受

間と土曜日に開催して、受診率がアップして

け入れ態勢が限界に来ており、個別健診での

います。それでも、国保の方に、かなり個別

受診率アップを図るのが難しくなっている。」

に受診を呼びかけるなどしての結果ですので、

とし、Ｃ評価にしています。ご意見がありま

一歩ずつではないと難しい現状なのかなと
11

思っています。

（意見なし）

（委員）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

受診者を増やすための受け入れ態勢が限界

（「はい」
）

に来ているというのは、どのようなことなの
でしょうか。

ひと部会での最後の評価事業になります。
151 ページ「かみご島へＩＪＵプロジェクト」

（健康保険課）

です。2 次評価は「移住者数は増加しており、

医療機関には患者さんがいらっしゃいます

今後も更なる情報発信の強化等に努め、目標

ので、患者さんを除いて、先生方が何人の健

達成に向けて取り組んでいく。」とし、Ａ評価

診の方々を診れるのかというところで、医療

にしています。ご意見がありましたらお願い

機関ごとに、1 日何名にしてくださいというこ

します。

とがあるものですから、中核病院の上五島病
院であれば、直ぐに予約がいっぱいになって、
1 ヶ月から 1 ヵ月半先でないと予約をいれる

（委員）
今までの経験から言わせていただきますと、

ことができない状況になってきています。そ

最近移住してくる人は若くて、子どもを連れ

のようなことから、難しくなっているという

てこられる方が多いと感じています。この事

こともあります。集団健診といって、検診車

業にもう一つ、年金暮らしをしたいと思って

を呼んで実施もしていますが、それでは日程

いる人は全国にいっぱいいるので、そっちの

が決まってしまうものですから、その期間に

ほうにも、もう少し目を向けたらどうかと

行けない人もいらっしゃいますので、難しく

思っています。今まで、年金暮らしをしてい

なっているということもあります。

る方を対象に見てきたことはあるのでしょう
か。

（委員）
ＫＰＩの基準値からすると上回っているの

（事務局）

で、努力されているのはわかるわけで、難し

移住者に年齢制限をかけたことはございま

いことは理解します。Ｂ評価でもいいのかな

せん。どなたでも、おいでくださいというこ

とも思いますが、目標値を考えると、Ｃのま

とで、結果として、年金をもらいながらの移

まで仕方が無いのかなと思います。

住という方もいらっしゃいます。

（事務局）

（委員）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

今から 25 年ぐらい前、
隠岐の島のある島で、
年金受給者を対象にした募集をしたことがあ

（
「はい」
）

ります。それを見ると、年金を持って来られ
て、畜産をやりたい方には、牛を 1 頭差し上

次に、横断プロジェクトの 150 ページ「定

げますよとか、磯でもって海のものを獲ると

住支援強化事業」です。2 次評価は「制度の利

いう方には、小船を 1 艘上げますといううた

用に向け補助制度の周知を図りながら利用促

い文句がありました。実際に、そこに見に行っ

進及び人口減少の抑制、若者の移住定住の促

て、下見はしてきましたが、その時は、まだ、

進に取り組んでいく。
」とし、Ｂ評価にしてい

私は年金をもらっていなくて、仕事がしたく

ます。ご意見がありましたらお願いします。

て、上五島に来たのですが、そのような釣り
12

文句があってもいいのかなと前から思ってい

（事務局）

ました。あと、全国に声をかけて体験ツアー

今年度は、12 月末現在で、6 世帯 16 名です。

をやっていますが、成功率と言ったらへんで
すが、今までツアーに何人参加して、何人が

（委員）

移住してこられたんでしょうか。

来る人ばかりではなく、出るのを何とかし
なければいけないかなと。仕事が無いから出

（事務局）

て行く。より良い仕事を求めて出て行く。そ

ツアー参加者数の資料を持ってきていませ

んな人たちを何とか止めないと、定住策には

んが、ツアーによって移住された方のうち現

ならないのかなと。おいでになることは十分

在も残っている方は、7 世帯 12 人の方が移住

いいことですけれども、出て行くのを止める

してこられて、現在も町に住んでいらっしゃ

いい施策があればなと思うんですけど。婚活

ることになります。

事業でもやってもいいのですが、やっぱり、
ある程度の所得がない限り、自信を持って婚

（委員）

活も難しいのではないかと思っています。出

成果欄のツアーによる移住者数 12 世帯 19

るほうの抑制を、事業所のほうに援助できる

人ではないのですか。

ようなものもあればなと思います。

（事務局）

（事務局）

その方々が一旦、移住されたのですが、そ

地元の事業者が雇用を支えているという大

の後何らかの理由で転出されたりして、結果

前提がございますので、産業サポートセン

的に、現在、町に残っていらっしゃるのが、7

ターを開設したのも、地元の事業者が元気に

世帯 12 人ということになります。

なって、雇用を継続していただく、できれば
事業拡大していただいて、雇用に繋げていた

（委員）

だくということを見込んで、開設しています

私も時々、ツアーに来られた方々の食事会

し、商工会との連携もとっています。国境離

等に呼ばれて、体験談などを話す機会がある

島新法で創業や事業拡大の制度も出てきてお

んですけれども、これは明らかに遊びに来た

りますので、そのような中で、雇用の絶対数

なとわかる人もいます。無駄の無い方法で、

が増えていけば、地元に残る方も増えてくる

上手くやれる方法が無いものかと思っていま

のかと思うんですけれども、ただ、雇用の募

した。もちろん、ツアーで本当に良いところ

集をしても、なかなか人が集まらないという

を見つけて、住みたいと思って来て、それで

こともあるようで、島に残っている人たちが

定住している人もたくさん知っていますが、

求めている職種と事業者の方々が求人を出し

そんな中に、明らかにツアーに乗っかって来

ている職種とが合わないこともあるようで、

ているなと思える人がいるので、その辺を見

養殖業の人たちについても、募集はかけてい

極めるいい方法がないかなと思っています。

るけれども、なかなか人がいないんだという
こともあり、雇用ができれば事業が拡大でき

（委員）

るよというところもあるので、その辺の取り

ちなみに今年度はどれくらいの方が、移住

組みが難しいものもあると感じています。

されたのでしょうか。
（委員）
生産年齢人口が減少していることは事実で、
13

人を求めてもいないというのが、福祉の現場

（委員）

でも現実となっています。

移住を決断した理由やきっかけは聞いてい
ますか。

（委員）
平成 27 年度の移住者が 16 世帯 31 人と、極

（委員）

端に高かったのには、理由があるのでしょう

私が感じるのは、東日本大震災をきっかけ

か。今年度は、6 世帯 16 人ですけど、昨年度

に、子どもを連れた若い人たちが、わりと多

が高かったのは、なぜだと考えていますか。

く地方に移住しています。

（事務局）

（事務局）

先ほど他の委員さんもおっしゃっていまし

いわゆる生活スタイルをガラッと見直した

たが、事業を始めた頃は、単身や夫婦の移住

ようなこともあります。

者が多かったわけですが、昨年度は 1 世帯 6
人の家族などが多くありました。

（委員）
このような災害があったら、自分の家庭は

（委員）

どうなるのだろうというように考え方を変え

それがなぜだったのか、16 世帯も入ってき

て、こちらに来た人が結構いました。

たのかなと、もし新しい取り組みを始めたの
であれば、それが功を奏して、16 世帯入って

（委員）

きたのであれば良かったのであろうし、たま

長崎県は、地震が少ない、五島は特に少な

たまだったら、あれだなと思いまして。

いということをもっと前面に出してでも良い
のではないかと思います。

（事務局）
実際、移住対策の施策というのが、今年、

（委員）

これをやったから、すぐに移住してくるもの

地震に限ったことではないのでしょうけれ

ではないのかなと思っています。どちらかと

ども。

いうとたまたま 27 年度が多かったのであろう
と思います。ただ、それは今までの移住施策

（委員）

の積み重ねであったり、近年、全国的に移住

台風が気になるところがありますが、台風

というのが多くなっていたり、そのようなこ

対策を行えば・・・。

とが影響していると思っています。
（事務局）
（事務局）

あとは、自然や人で、本町への移住を決め

移住者のコミュニティがしっかりできてき

られているのが多いようです。それに、職が

た部分があって、若い移住者であったり、子

確保できればいいのですが。

育て世代の方たちが集まって、移住者同士催
しをしたりとか、パーティみたいなことをし

（委員）

たりとか、そういったことが増えているよう

11 年間で 74 世帯、年平均 6 世帯程度になる

に感じますので、その方たちのお友達や知り

ので、27 年度は 16 世帯ということでＡ評価で

合いが上五島に目を向けて移住されていると

いいと思うんですけど、今年度の状況やたま

いうところも感じています。

たま多かったということだと不安な面もあり
14

ます。評価というのは難しくて、一度Ａ評価

（事務局）

をすると次の一手を出さなくなるのが怖くて、

一応、対象事業の 15 事業について、皆様か

27 年度はいいのでしょうけれども、そのよう

ら評価をしていただきまして、評価自体を終

に感じました。

了することが出来ました。一旦、ここで休憩
をとりたいと思います。休憩後に、次年度以

（事務局）

降評価の事業について、ご意見を伺いたいと

確かに、私たちとしても、移住者への情報

思います。

発信に力を入れて、若い人たちが見てくれる
であろうと交流プラザのホームページでの情

（休憩）

報発信や東京などでの移住相談会に参加して、
相談の場の提供なども行っているのですが、

（事務局）

この後、ずっとＡ評価が続くかはわからない

次年度以降評価対象の事業や休憩前の評価

ところがあります。

について追加の意見等がありましたらお願い
します。

（事務局）
27 年度の評価としては、2 次評価のとおり

（委員）

としてよろしいでしょうか。

移住されてきた方々の職業がどうなってい
るのかの情報はないでしょうか。

（27 年度としては「はい」
）
（事務局）
（委員）

ナースの島暮らしで、来られた方もいます

何年か定住してくれた人に、先ほど意見が

し、定置網漁業で雇用されている方もいま

あった船や牛を差し上げるといったようなこ

す・・・

とは、考えていないのでしょうか。
（委員）
（事務局）

移住して来られる方は、自分で何かをしよ

今のところは、そこまで考えていません。

うと思って来る方が多いです。私は、定置網

10 年住んでくれたら、家を差し上げるなどの

をやりたくてここに来たんですけど、私の後

他の自治体の話を聞きます。

に来た人たちは、自分で塩をつくって、移住
してくる前住んでいた所の人たちを伝に販売

（委員）

したり、農業をやりたくて、荒地同然の畑を

東京の奥多摩では、家賃が 2 万数千円で、

借りて、焼酎工場に納める芋を作ったり、狩

10 年住んだら、差し上げますよというような、

猟免許をとって、有害鳥獣を獲って現金収入

東京ですらそういう話になっているので、例

を得ていたり、飲食店をやっている人もいま

えば、今、遊んでいる分譲地を放置していて

す。私がやっている移住者の会の中では、自

も草刈などの管理費用がかかることを考えれ

分がやりたいことをここでやっている人が多

ば、ただで差し上げて、最終的には固定資産

いです。

税が入るからいいじゃないかという考え方も
含めて、検討してもいいのではないかと思い

（委員）

ます。

そのようなことをやる時の支援みたいなも
のはあるのでしょうか。
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（委員）

上五島高校もしくは中五島高校に離島留学の

聞いたことが無いです。私が来た頃は、移

何らかのコースを作ってもらえないかという

住後 1 年居住したら 10 万円だったか、支援が

要望をしていきたいということです。

ありました。合併前の旧町での支援です。
（委員）
（委員）

先日、アイランダーのイベントに参加させ

ビジネスを起こされる方の支援は、産業サ

ていただいて、東京の八丈島が、ダイビング

ポートセンターのようなところが絡んでいく

のコースを高校に設けて、若い人を呼び込む

ということでしょうか。

チャレンジをしたいと校長先生が話していま
した。なかなか難しいかとは思いますが、高

（事務局）

校だけでなく専門的な学校についても、全国

それと、平成 27 年度末に創業支援の補助金

から若者が集まってくるような特徴あるコー

を新たに設けております。

スやスクールがあると外から呼び込めると思
います。

（事務局）
他にございませんか。

（委員）
職業安定所の仕事になるかもしれませんが、

（委員）

町として就職斡旋をする取り組みも考えては

ＫＰＩの中の「高校卒業者の島内就職者数」

どうかと思います。福祉関係においても介護

の目標が 28 人とありますが、生徒数が減って

士が不足しているので、どこかに登録してお

いく中で、高卒の就職率というのは、全国的

けば、募集してくるか、移住者の方でもちょっ

には 15％ぐらいなんですね。そう考えると戦

との現金収入が欲しいという時に働いていた

略の策定時点では、高校生を残さないといけ

だくとか、そういうふうな所管だけでなく、

ないという思いから見ていましたが、今冷静

町でもそのような相談事業があっていいと思

に考えると、高校を出てすぐ働く人材を掲げ

います。

てよかったのかなと思っています。実際は、
大学なり、短大・専門学校なりに行って、子

（事務局）

ども達が人脈やスキルを身につけて帰ってく

産業サポートセンターにおいて、町内の事

るタイミングの人数を掲げたかったなと思っ

業者であれば、登録制ですが、どのような求

ています。高卒の就職率が減っていることを

人があるかのお知らせはしております。

考えると、かなり厳しい目標かなと思ってし
まいます。

（委員）
移住してこられた方でも、奥さんなり子ど

（委員）

もさんなりが、一時的な収入を得るためにも

県の事業だと思いますが、高校の場合に、

必要ではないかと思います。

この島特有のコースが設けられるという試み
があるのでしょうか。

（事務局）
まさに、産業サポートセンターには、移住

（事務局）

担当の職員もおりますので、職を求めていく

今のところありません。それが先ほど話し

部分と住む部分の職と住が必要であろうと一

ました五島市にスポーツコースがあるように、 体化したところで、移住を図っているところ
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です。
（委員）
職安を通じてもなかなかわずらわしい面も
あったり、すぐに就職できないなどの話も聞
くので、一時的にでも、すぐに働けるシステ
ムが作れればいいのかなと思います。
（事務局）
皆様、長時間にわたりまして、ありがとう
ございました。
これをもちまして、ひと部会での評価を終
わりたいと思います。

17

新上五島町人口減少対策推進・検証会議

会議録

名

称

第２回新上五島町人口減少対策推進・検証会議に伴うまちプロジェクト部会

日

時

平成２９年１月２４日（火）午後１時３０分から午後３時１０分まで

場

所

新上五島町役場３階Ｆ・Ｇ１会議室

出席構成員

柴田様、村岡様、江口様、道下様、須藤様、野崎様
１．開会

次

第

２．効果検証
３．閉会
○参考資料

資料一覧

○評価資料１ 【２次評価後】総合戦略事業評価一覧表（平成 27 年度）
○評価資料２ 【２次評価後】総合戦略事業評価シート（平成 27 年度）
○評価資料３ 【２次評価後】総合戦略数値目標・KPI 一覧表（平成 27 年度）

会 議 録

第２回推進・検証会議に伴うまちプロジェクト部会結果（別紙のとおり）

「バス利用者数」の目標については、年間

第 2 回新上五島町人口減少対策推
進・検証会議に伴うまちプロジェク
ト部会結果（会議録）

460,000 人としておりますが、平成 27 年度の
実績値は 429,264 人で、目標値と比較すると
30〃736 人下回っており、達成率は 93.3％で
あります。

（事務局）

次に、「航路利用者数」の目標については、

ただいまから、まち部会を始めたいと思い

年間 423,000 人としておりますが、平成 27 年

ます。

度の実績値は 435,758 人で、目標値と比較す

それでは、まず、数値目標・ＫＰＩについ

ると 12,758 人上回っており、達成率は 103％

て、簡単に説明させていただきます。評価資

であります。

料３の 6 ページになります。

次に、
「離島航路料金の低廉化を 5 年後に 4

まちプロジェクトの数値目標は「まちづく

航路にする」ＫＰＩです。平成 27 年度は、基

りに対する町民の満足度を 5 年後に 30％以上

準値から変わらず 3 航路で、基準値からの達

にする」目標で、まち分野の様々な取り組み

成率は、75％になっていますが、目標増加数 1

を行い、総合的な町民の評価として、まちづ

航路に対する達成率は 0％となります。

くに対する町民の満足度を第 2 次総合計画基

次の「伝統芸能（無形文化財）の保存件数」

本計画の見直し時に行うアンケート調査によ

の目標については、平成 27 年度は実績なしで

り把握することにしています。

すので、達成率は 0％となっております。

次に、重要業績評価指標（ＫＰＩ）です。

次に、
「文化財の整備・保存数」の目標につ

「バリアフリー対応住宅戸数を 5 年後に 30 戸

いては、年間 5 件としておりますが、平成 27

にする」目標です。平成 27 年度は、基準値と

年度の実績値は、3 件で目標値と比較すると 2

比べ、4 戸増の 21 戸で、基準値からの達成率

件下回っており、達成率は 60％であります。

は 70％になっていますが、目標増加数 13 戸に

まち分野の最後で、
「インフォメーションセ

対する達成率は 30.8％となります。

ンター設置数」の目標については、平成 31 年

次に、
「地域コミュニティ自治活動件数を 5

度までに 1 箇所設置する目標で、平成 27 年度

年後に 30 件にする」目標です。平成 27 年度

に 1 箇所整備しましたので、目標を達成して

は、基準値と比べ、3 件増の 22 件で、基準値

おり、達成率は 100％であります。

からの達成率は 73.3％になっていますが、目

次に 8 ページ、横断プロジェクトですが、

標増加数 11 件に対する達成率は 27.3％とな

まち分野に関係ある部分のみ説明します。

ります。

「企業誘致による雇用創出者数」の目標に

次に、
「消防団員数を 5 年後に 950 人にする」

ついては、平成 31 年度までに 70 人の雇用を

目標です。平成 27 年度は、基準値と比べ、34

目標としており、
平成 27 年度の実績は 4 人で、

人減の 890 人で、基準値からの達成率は、

達成率は 5.7％となっております。これは、

93.7％になっていますが、目標増加数 26 人に

D-project 誘致による雇用実績です。

対する達成率は▲130.8％となります。

次に、
「観光消費額」の目標については、年

次に、
「自主防災組織数を 5 年後に 44 組織

間 5,388 百万円の目標値に対し、平成 27 年度

にする」目標です。平成 27 年度は、基準値と

実績は 4,741 百万円で、目標値と比較して、

比べ、2 組織増の 31 組織で、基準値からの達

647 百万円の下回っており、達成率は 88％と

成率は、70.5％になっていますが、目標増加

なっております。

数 15 組織に対する達成率は 13.3％となりま

次に、重要業績評価指標（ＫＰＩ）です。

す。

「企業誘致による立地企業数」の目標につ

次に、7 ページです。
1

いては、平成 31 年度までに 3 件の企業誘致を

何もなければ、時間の関係もありますので、

することを目標としており、平成 27 年度の実

各事業評価シートに基づき、3 次評価として委

績は、1 件の企業誘致、D-project 誘致による

員評価を行ってまいります。

実績です。達成率は 33.3％となっております。

まち部会が担当する評価事業は、全部で 56

次に、
「観光客延数」の目標については、年

事業あります。まちプロジェクトで 32 事業、

間 287,000 人の目標値に対し、平成 27 年度実

横断プロジェクトで 24 事業の合計 56 事業で

績は、273,545 人で目標値と比較して、13,455

あります。

人下回っており、達成率は 95.3％となってお

本部会議で、この部会の評価結果を報告す

ります。

ることになっております。

次に、
「観光客延宿泊者数」の目標について

従いまして、この部会の進め方としまして、

は、年間 124,000 人の目標値に対し、平成 27

既に、委員の皆さんにおかれましては、事前

年度実績は、119,637 人で目標値と比較して、

に目を通していただいていると思いますので、

4,363 人下回っており、
達成率は 96.5％となっ

事業名と 2 次評価結果である町の本部会議評

ております。

価結果について、説明をしますので、その評

以上が、まち分野に関連する数値目標及び

価結果に対し、この評価結果には納得がいか

ＫＰＩの概要となります。

ないとか、もっと事業の内容を聞きたいなど

何か質問等がございましたら、お願いしま

の意見を戴き、最終的にシートの一番下の委

す。

員評価を決定してくことになります。

なお、あくまでも、数値目標については、

評価方法としましては、Ａ～Ｅの 5 段階の

平成 27 年度から 5 年間の総合戦略の取り組み

評価となりますが、先ほども説明しましたが、

の成果となるものです。平成 27 年度だけの実

5 年間の取り組みとして目標を達成するもの、

績で判断できるものではありませんが、進捗

各年度で目標を達成するものなどありますの

状況として捉えて戴ければと思います。

で、取り組むべき事業の進捗状況の評価とし

また、ＫＰＩについては、年間を目標とす

て捉えていただき、5 段階で評価をしていただ

るもの、5 年間の取り組みを目標とするものな

ければと思います。

どあります。その点を考慮して戴き、ご意見

それから、この部会の委員は 10 名となって

等をお願いいたします。

おります。
うち 4 名が本日欠席しております。
欠席者の意見については、事前にヒアリン

（委員）

グを行っており、4 名の欠席者の意見としては、

6 ページの自主防災組織数（累計）の部分で、

2 次評価のとおりという意見を戴いておりま

実質達成率に▲がついていますが、実績は増

す。以上、報告を申し上げます。

えているので、▲はいらないのではないで

それでは、各事業シートに入っていきます。

しょうか。

78 ページ「島の交流拠点施設整備事業」で
す。2 次評価は、
「総合的に人が集まる場所（物

（事務局）

産販売、体験、交流、食事等）としての施設

いらないです。申し訳ございませんが、▲

整備の検討という意味では、高校生や民間事

の削除をお願いします。

業者からの提案があり協議・検討はできた。

他にございませんか。

しかしながら、実現に向けての手続きや課題
（地元との協議など）がある。
」とし、Ｂ評価

（意見なし）

にしています。ご意見がありましたら、お願
いします。
2

（委員）

ように石油備蓄会館で発表会をする予定にし

民間からの提案についての進捗状況はどう

ております。生徒数が、上五島高校と中五島

なっているのでしょうか。

高校とでは違いますので、上五島高校の方で
は事前に予選会を開いて、何件かを提案とし

（事務局）

て発表する予定となっております。

情報提供がありまして、財産管理課におい
て、公募の手続きを行っております。公募し

（委員）

て、事業者の応募があって、そこから実現に

これも平成 31 年度まで続ける予定ですか。

向けての取組みが進んでいないという状況で
す。

（事務局）
「島の交流拠点施設整備事業」については、

（委員）

５年間の取組みになりますので、平成 31 年度

平成 31 年度までにできる予定ですか。

までとなっております。
少し意見もありましたが、評価は 2 次評価

（事務局）

のとおりで、よろしいでしょうか。

提案者と地元との協議が必要でありますの
で、そこの課題が残っているという状況です。

（「はい」
）

（委員）

次に 80 ページ「町住宅建替事業」です。2

地元のリスク等に対しての説明はしている

次評価は、
「長寿命化計画どおり、事業は進捗

のでしょうか。

されている」とし、Ｂ評価にしています。ご
意見がありましたらお願いします。

（財産管理課）
消防法や浄化槽の関係もあって、先に話が

（委員）

進んでいないのが現状です。本人から、取下

建替え前に住んでいた人が、そのまま住む

げの意思等もないことから、順次進めていき

のでしょうか。

たいと考えております。
公募の段階で、郷長や郷に了解を得ていま

（建設課）

すので、リスク等の説明もできていると考え

原則的に、建替え前に住んでいた人が新し

ております。

い住宅の方に希望される人は、優先的に住み
替えを行っております。それでも、他の住宅

（委員）

に移りたいという希望があり、部屋が空いた

中五島高校のパブリックワークの件ですが、 場合は、一般公募を行っております。
この発表会に私は行けなかったのですが、非
常に内容もいいと伺っております。今回、中

（委員）

五島高校の 2 年生が実施していますが、上五

この新しい住宅の部屋は全部埋まっている

島高校では実施しないのでしょうか。

状況でしょうか。

（事務局）

（建設課）

上五島高校については、今年度から取組み

すべて埋まっている状況です。

を始めています。2 月 2 日に中五島高校と同じ
3

（委員）

（事務局）

家賃の変動はあっているのでしょうか。

他にご意見はありませんか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（建設課）
基本的には、収入などにより、料金体系は

（「はい」
）

決まっていますが、この建替えにより、家賃
は高くなっています。しかし、急に上げるの

次に 83 ページ「老朽危険空き家除去費補助

ではなく、5～6 年で、段階的に上げる所もあ

事業」です。2 次評価は、「老朽空き家解体の

ります。

誘導が図られた。」とし、Ａ評価にしています。
ご意見がありましたらお願いします。

（事務局）
他にご意見はありませんか。

（委員）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

先日、新聞でも出ていましたが、強制執行
の場合、お金が取れなくなった場合は、どう

（
「はい」
）

するのですか。

次に 81 ページ「都市公園整備事業」です。

（建設課）

2 次評価は、
「長寿命化計画どおり、事業は進

その案件は、ここに記載されている事業と

捗されている。」とし、Ｂ評価にしています。

は違いまして、この事業は、持ち主の方に危

ご意見がありましたらお願いします。

険な空き家を解体するときに補助金を出す事
業です。

（意見なし）

報道の件は、役場が強制執行して、解体す
ることを言います。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（委員）
（
「はい」
）

今回の事業と強制執行の違いは、なんで
しょうか。

次に 82 ページ「普通住宅解体事業」です。
2 次評価は、
「平成 27 年度は、解体できなかっ

（建設課）

たが、平成 28 年度以降計画的に解体を実施し

新聞報道で出ていた分は、持ち主が不明で、

ていく。
」とし、Ｃ評価にしています。ご意見

他の物件に迷惑を掛けている状態で、止む無

がありましたらお願いします。

く代執行を実施したと聞いております。

（委員）

（委員）

普通住宅とは、どういったものでしょうか。

相談件数が 19 件あった中で、1 件しか補助
ができなかったとあり、5 件というのは個人負

（財産管理課）

担ということですが、補助の要件に該当しな

旧教員住宅を一般向けに貸し出す住宅を普

かったということでしょうか。

通住宅としております。
（建設課）
補助の要件もありますし、国の補助金をも
4

らって、町も実施しておりますので、解体し

持ち主が不明ということで、請求先がわから

た後の産業廃棄物の処分もしなければいけな

ないという状況ですが、原則は持ち主が費用

いということもありまして、個人で今までど

を負担するというものであります。

おり解体業者に委託してやる分と町の補助金
を使ってやる分とどちらが個人にとって、手

（事務局）

出しが少なくなるか、そのあたりのご説明も

他にご意見はありませんか。

行って、結果的に補助金を使わなかった方が

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

安くなるということで、お断りした案件もあ
りますし、補助の対象にならなかったという

（「はい」
）

物件もございます。
次に 84 ページ「町営住宅解体事業」です。
（委員）

2 次評価は、「公共施設見直し実施計画及び公

補助金の場合は、解体したものが産業廃棄

営住宅長寿命化計画どおり進捗している」と

物扱いになるんですね。

し、Ｂ評価にしています。ご意見がありまし
たらお願いします。

（建設課）
産業廃棄物扱いになりますので、どうして

（意見なし）

も島外に持ち出して処分となると、かえって
料金が高くなります。通常県内で同じ事業を

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

やっているところは、限度額が 50 万円ほどで
ございますが、本町は離島ということもあり、

（「はい」
）

限度額 80 万円としてやっていますが、残念な
がら対象が 1 件しかなかったという状況であ

次に 85 ページ「耐震・安心住まいづくり支

ります。

援事業」です。2 次評価は、「今年、熊本で大
規模な地震が発生しているが、本町において

（事務局）

は 4 件の問い合わせのみで、地震について住

他にご意見はありませんか。

民の関心が薄く成果が上がっていない。
」とし、
Ｄ評価にしています。ご意見がありましたら

（委員）

お願いします。

今後の安全性を考えると、補助対象外とい
うことではなく、幅を持たせた方がいいので

（委員）

はないでしょうか。強制的にやらないと件数

他の自治体では、耐震の工事まで補助を

が伸びないという現状もあるのではないで

行っているところもあるが、本町は計画まで

しょうか。

が対象でしょうか。

（建設課）

（建設課）

強制執行の場合、簡単にできるものではな

本町も他の自治体と同様に工事まで補助対

いが、おっしゃるとおり全国的には、こういっ

象となっております。工事の補助を実施する

た危険家屋というのは、増えている状況です。

前に、まず診断、耐震の計画、その後に耐震

代執行でやると、持ち主が確定しているので

の工事という順番になっております。地震が

あれば、その方に請求はいきます。今回は、

少ない地域のため、関心は薄いですが、耐震
5

をすぐに行いたい方のために、予算の確保は

けしていることは重々わかっているところで

しております。県内でも、熊本地震があった

すが、ようやく今年度の補正予算の方に、事

ため、今年度は相談件数も多かったと伺って

業費を組み込ませていただきまして、年度末

おります。

までには、あし湯を再開させていただきたい
と思います。

（事務局）
他にご意見はありませんか。

（委員）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

テレビであっていましたが、箱根の方で、
温泉を宅配している業者がありました。温泉

（
「はい」
）

宅配が事業化できないのでしょうか。

次に 87 ページ「公共施設等総合管理計画策

（観光商工課）

定事業」です。2 次評価は、
「平成 28 年度総合

奈良尾温泉の湯量が、1 分間あたり 72L と

管理計画策定に向けて、事業を進めている。」

なっており、ポンプであげないと温泉が出て

とし、Ｂ評価にしています。ご意見がありま

こない状況になっております。大分などの有

したらお願いします。

名な温泉の地域であれば、お湯がどんどん出
てくるので、そういった捨てるぐらいの湯量

（意見なし）

があれば宅配する事業も可能かと思いますが、
奈良尾につきましては、そこまで十分な湯量

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

を確保できない状況です。

（
「はい」
）

（事務局）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

次に 88 ページ「奈良尾新温泉活用施設建設
事業」です。2 次評価は、
「世界遺産登録推薦

（「はい」
）

書の一旦取り下げにより、ホテル化事業の進
捗に遅れが生じているが、温浴施設の設計等

次に、89 ページ「地域活動支援事業」です。

は計画どおりに進捗しており継続して事業を

2 次評価は、「少子高齢化等の影響により地域

推進する。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意

の実情や地域の負担軽減（特に小規模集落へ

見がありましたらお願いします。

の対応）が必要であり、支援制度の見直しを
行う必要がある。また、地域の実情、ニーズ

（委員）

に沿った制度の拡充を図る必要がある。
」とし、

あし湯の修理の目処はどうなっていますか。 Ｂ評価にしています。ご意見がありましたら
お願いします。
（観光商工課）
平成 27 年 12 月に新温泉のポンプが落下し

（委員）

て、その復旧を行っているところですが、そ

これは、夏祭り等の花火大会への補助も含

の落下の原因を特定するために設置事業者と

まれているのでしょうか。

どのような負担割合で行うのか、協議をして
いるところであります。あし湯が止まってい

（事務局）

ることで、観光客の方には大変ご迷惑をお掛

奈良尾などで行われている花火大会の補助
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金については、これに含まれていません。そ

と抜本的に改革をすべきではないでしょうか。

れについては、イベント活性化補助金で対応
しております。これはあくまでも自治会が行

（委員）

なう自治会単位の夏祭りの補助金です。

町が観光客の方にお勧めしたい展望所とい

他にご意見はありませんか。

うのは、代表的なものでいくつありますか。

（意見なし）

（観光商工課）
龍観山公園と黒崎園地です。お勧めできな

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

いのが矢倉岳のマリンピア展望所で上までの
道が町道なのですが、大型バスなどが入れな

（
「はい」
）

いため、山奥でインフラ整備ができていない
ことから、個人客にしかお勧めできない状況

次に、91 ページ「展望所等景観整備事業」

です。また本来、観光客の利便性を高める上

です。2 次評価は、
「計画どおりに展望所の草

では、公園も整備し、道路も整備しないとい

刈を行うことができた。
」とし、Ｂ評価にして

けないのですが、そこまでの財源を確保する

います。ご意見がありましたらお願いします。

ことが難しい状況です。既存の施設を維持管
理するのも手がいっぱいで、できるだけ眺望

（委員）

をよくするだとか、取り付け道路の補修をす

計画どおりに展望台の草刈をできたとあり

るなど、今後の課題として、財源を確保しつ

ますが、これから世界遺産にもなりますので、

つ観光客に喜ばれる施設を維持していくこと

国道、県道沿い等の景観が良くなるように、

に力を入れたいと考えています。

もっと推進した方がいいのではないでしょう
か。目標設定が低かったのではないでしょう

（委員）

か。

あくまでも平成 27 年の評価なので、平成 27
年は B 評価で、平成 28 年度以降に力を入れる

（観光商工課）

ということでいいのではないでしょうか。

実情を申しますと、この総合戦略が完成さ
れたときには、既に予算化されていた状況で、

（事務局）

草刈りの予算しか、確保されておりませんで

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

した。平成 28 年度から 250 万円予算計上して
おり、本格的に実施する予定としております。

（「はい」
）

平成 27 年度については、事業費も 15 万円ほ
どとなっていますので、草刈りしかできなっ

横断的に行うために抜本的に改革すべきで

たにもかかわらず、評価を B とするのもどう

はないかとの意見があったということを本部

かと思ったのですが、計画どおりの予算に対

会議の方でも報告をしたいと思います。

しては、草刈りを行ったということで、B の評

次に、92 ページ「沿道つばき林整備事業」

価としております。

です。2 次評価は、「整備延長を増やすため、
周知を徹底する必要がある。」とし、Ｃ評価に

（委員）

しています。ご意見がありましたらお願いし

横断的にすべきではないでしょうか。担当

ます。

課が違うとか、そういう問題ではなくて、もっ
7

（意見なし）

（委員）
人口減少と同じで消防団も若い人が減り 、

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

後継者が少なってきているのが現状です。以
前は、消防団の各分団で、各手当があってそ

（
「はい」
）

れを積み立てて、年に１回旅行したりと楽し
みがあったのですが、積み立てるような手当

次に 93 ページ「防災行政無線同報系デジタ

てというのはないのでしょうか。

ル化整備事業」です。2 次評価は、
「本事業は、
防災に関する情報提供等、住民の生命及び財

（消防防災室）

産を守るために整備するものであり、計画ど

分団によっては、年報酬を積み立てて、旅

おり事業を実施できたことにより、既存機器

行等に行かれている分団もありますが、なか

が使用不能となる前に不測の事態に備え最新

なか行くまでも考えなくなった分団も増えて

機器を整備し、住民に対し防災に関する情報

いると感じております。

等を提供できる。
」とし、Ｂ評価にしています。
ご意見がありましたらお願いします。

（委員）
そういう楽しみがあったので、若者も入っ

（意見なし）

てきていたのではないでしょうか。奈良尾な
んかはそういったこともあり、若者が入り、

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

先輩・後輩というつながりも保っていました
が、最近はそういうものを聞かないです。

（
「はい」
）

あと会社の協力も必要かと思います。消防
団に入らなくていいから、仕事をしなさい。

次に 95 ページ「消防訓練・講習を通した消

という会社もあるし、地域のために協力しな

防団員確保事業」です。2 次評価は、
「平成 27

さい。という会社もあります。そういったと

年度は、従来から実施していた消化栓説明会

ころも必要かと思います。

と団員募集の広報活動を実施できた。ただし、
団員数の増加には繋がらなかった。
」とし、Ｄ

（委員）

評価にしています。ご意見がありましたらお

役場の方は、消防団員に入っているので

願いします。

しょうか。

（委員）

（消防防災室）

団員数の増加に繋がらなかった原因は把握

ほとんどの職員が団員になっております。

しているのでしょうか。
（委員）
（消防防災室）

団員確保対策の一貫で、入札のランク付で

消火栓説明会と団員募集の広報活動を行い

総合評価に加えていいのではないでしょうか。

ましたが、団員数の増加には繋がりませんで
した。また各消防分団の中でも、入団を呼び

（財政課）

かけていますが、今後対策としまして、魅力

総合評価には加えています。

のある消防団であることをアピールしていき
たいと考えています。
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（事務局）

も郷長をしておりますが、よく電球が切れま

他にご意見はありませんか。

す。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（財産管理課）
（
「はい」
）

防犯灯について、球切れは、各地区の負担
となっている状況です。ただし、現在はその

次に 96 ページ「自主防災組織設立事業」で

切れた場合にＬＥＤに交換してくれ。とお願

す。2 次評価は、
「当初は、３つの組織の新規

いをしており、年間 4～500 万円の予算を確保

結成、地区長等に説明会の場の設定を打診し、

しており、球切れのあった場合にＬＥＤに切

15 回程度の地区説明会を予定していたが、達

り替えるための補修費用としてます。新設と

成できなかった。
」とし、Ｄ評価にしています。

既存を補修する場合は、金額が大きく変わり

ご意見がありましたらお願いします。

ますので、できるだけ各地区に不便をおかけ
しないようにしながら事業を実施している状

（意見なし）

況です。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（事務局）
他にご意見はありませんか。

（
「はい」
）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

次に 97 ページ
「災害備品・備蓄品整備事業」

（「はい」
）

です。2 次評価は、
「町の備蓄品等については、
計画的に整備している。住民への災害備蓄の

次に 99 ページ「自然災害防除事業」です。

重要性等の周知が不十分だった。
」とし、Ｂ評

2 次評価は、「住民の安全・安心を確保するた

価にしています。ご意見がありましたらお願

めに、計画的に事業は進捗しており、今後も

いします。

継続すべき。
」とし、Ｂ評価にしています。ご
意見がありましたらお願いします。
（意見なし）
（意見なし）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（
「はい」
）
（「はい」
）
次に 98 ページ
「防犯灯設置補助事業」です。
2 次評価は、
「毎年度、防犯灯の新設及び補修

次に 100 ページ
「バス路線維持費補助事業」

等で支援の申請があっており、安全・安心な

です。2 次評価は、「本事業により、地域住民

地域づくりのためにも、本事業は継続すべき。」 の日常生活における利便性の向上及び地域住
とし、Ｂ評価にしています。ご意見がありま

民の足としての維持確保が図れているが、利

したらお願いします。

用者数が減少傾向にある。」とし、Ｃ評価にし
ています。ご意見がありましたらお願いしま

（委員）

す。

予算が足りないのではないでしょうか。私
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（委員）

（委員）

事業の実績のところで、昨年度に比べて、

バス停によっては、ベンチが無い所もある

利用者が大幅に増えている理由を教えてくだ

が、全てにベンチを置いてほしいと思います。

さい。
（事務局）
（事務局）

バス停のベンチについては、例えば敷地が

若松島内線については、平成 27 年より補助

あって、歩道に置くということもできません

路線となったため、利用者数が増えたわけで

ので、用地の問題もあります。ベンチを置く

はなく、補助路線が増えたという認識をして

ことによって、維持管理や風で飛ばされて破

いただければと思います。

損したなどがありますので、地区から要望が

他にご意見はありませんか。

ある分については、地区長と協議をしながら、

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

置いている状況です。
他にご意見はありませんか。

（
「はい」
）
（意見なし）
次に 101 ページ
「高齢者割引パス補助事業」
です。2 次評価は、
「本事業により、公共交通

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

機関の利用促進及び利便性の向上が図られて
おり、有効であるものの、更なる利用促進に

（「はい」
）

向けた住民への周知がまだまだ不十分である
こと。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見が

次に 102 ページ「公共交通空白地域解消事

ありましたらお願いします。

業」です。2 次評価は、
「本事業により、公共
交通の空白地域における日常生活の交通手段

（委員）

の維持・確保が図られているとともに、公共

若松だけが利用できないということで、差

交通の空白をなくすことで住民の不安解消や

別ではないとの意見もあります。どうにかな

負担軽減が図られている。」とし、Ｂ評価にし

らないでしょうか。

ています。宿ノ浦若松間及び大平若松間は既
に先行型交付金として評価を受けており、意

（事務局）

見としては、委員評価の欄に記載してあると

若松島内線については、料金統一とＩＣレ

おりです。その点も踏まえてＡ～Ｅ の評価を

コーダーの導入がされていないことと、利用

お願いします。ご意見はありませんか。

料金の統一化も含めて、今後検討していくと
いうことにしております。平成 29 年度以降に

（意見なし）

交通網の再編計画をしていく中で、交通ネッ
トワーク協議会の中でも協議をしていただい

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

て、料金の統一とＩＣレコーダーの導入など
も協議していただきたいと考えております。

（「はい」
）

（委員）

次に 103 ページ「スクールバス更新事業」

地域の方々が納得するような結果になれば

です。2 次評価は、「更新計画どおりスクール

と思います。

バスを購入し、児童生徒の登下校等の安全か
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つ安定した輸送手段が確保された。
」とし、Ｂ

を継続的に期間を設けて、補助相当分を割引

評価にしています。ご意見がありましたらお

きしていく制度になりますので、今度の国境

願いします。

離島の分とは別になります。
（意見なし）

（委員）
例えば、4 月以降に、リプレイスだと 2 割下

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

がりますが、ＪＲ並みに下がるとなるともっ
と下がると思いますが、それをもって運賃が

（
「はい」
）

安くなったときに低廉化が実現したという整
理になるのでしょうか。

次に 104 ページ「道路整備事業（国道・県
道含む）」です。2 次評価は、
「住民生活に欠か

（事務局）

せない整備事業であり、計画的に進捗されて

ＪＲより下がることはないです。ＪＲの料

いる。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見が

金が引き下げ限度額となっておりますので。

ありましたらお願いします。

ただ、あくまでも国境離島の運賃例廉価とい
うものは、割引制度の一種が追加されたとい

（意見なし）

う解釈になりますので、従来の障がい者割引
の方が有利である場合もあります。航路に

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

よって、割引額がどれぐらいなのかによって、
国境離島の運賃割引が有利か不利かというの

（
「はい」
）

が出てくると思います。

次に 105 ページ「船舶リプレイス・リフレッ

（委員）

シュ補助事業（県事業）」です。2 次評価は、
「佐世保～上五島航路について運賃低廉化が

佐世保～上五島間の航路はリフレッシュ補
助は適用されていますか。

図られるよう、関係市町との協議・検討をし
ていく。なお、利用者数は、目標値を上回っ

（事務局）

ている。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見

長崎～奈良尾航路については、フェリー

がありましたらお願いします。

椿・万葉がリプレイス補助事業で基本料金の
運賃が 10 年～20 年、2 割引き下げをやってい

（委員）

ます。

国境離島新法の運賃低廉化との区別はどう

佐世保～上五島航路については、もともと

なりますか。

補助航路という補助航路ではなくて、新しく
競合する航路となっていますので、その辺り

（事務局）

も含めて、関係機関と協議をしていきたいと

船舶リプレイス・リフレッシュ補助事業に

思います。

ついては、あくまでも県の事業であって、国
境離島新法の制度とは別物になります。この

（委員）

事業は、従来からある補助制度で、リプレイ

まだ国境離島新法の方が、はっきりしてい

スを受けた事業所は運賃の引き下げ、リフ

ない部分がありますので、国境離島新法が船

レッシュについては、各種割引制度の補助分

の更新の支援も行うとのことであったので、
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正にこのリプレイスにとって代わるような施

です。2 次評価は、「各地区のイベント開催団

策になるかと思います。

体が地域と連携、協力しながら地域の活性化
に繋がるイベント経費について助成を行うこ

（事務局）

とにより、地域のにぎわいの創出が図られて

ただし、このリプレイス・リフレッシュ補

いる。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見が

助事業がなくなるのは、事業者の意見も聞か

ありましたらお願いします。

ないといけないので、例えばドック費用の助
成などは、船を運航していく上で継続的に

（委員）

あったほうが、制度としてはあったほうがい

花火大会の事業費は、年々査定していくよ

いのではないかと個人的には思いますので、

うな形でしょうか。

いきなり国境離島新法ができたから、この制
度がなくなることは、担当課としては違うの

（事務局）

かなと思います。

補助の実績報告と要綱を照らし合わせて、

ただ課題の解決策の欄に、更なる運賃低廉

中身の検証をしていきます。

化に向けて、国境離島新法など他の支援制度
の活用を検討していく。と記載してあります。

（委員）

結局、佐世保～上五島航路につきましては、

実行委員会の中の話ですが、奈良尾地区で

リプレイスをしなくても、運賃の低廉化が図

すが。補助の中身が厳しくなってきて、さら

られるわけですので、小値賀町や事業者など

に若者が減ってきており、運営が厳しくなっ

とも協議を進めて、検討していくということ

てきている状況だそうです。平成 29 年はイベ

で来年度の予算取りをしております。

ントを行うと思いますが、来年以降は、非常

他にご意見がありませんか。

に厳しい状況だという意見を聞きました。

（意見なし）

（事務局）
奈良尾の花火大会については、総合政策課

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

の方にも話は来ております。ただ補助要綱を
見直しはしましたが、補助の要件を厳しくし

（
「はい」
）

たわけではありません。例えば夜市で売上げ
があがる収支については、その支出について

次に 107 ページ「椿による五島列島活性化

は、収入で賄ってください。という解釈です

特区事業」です。2 次評価は、
「耕作放棄地の

ので、役場が出す補助金の対象経費としては、

解消が進んでいない。
」とし、Ｃ評価にしてい

厳しくしたわけではありませんので、そのあ

ます。ご意見がありましたらお願いします。

たりについては、中身を検証させていただい
たというところではあります。

（意見なし）
（委員）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

五島市の方で、つばき祭りというのをやっ
ています。1 週間で色々なイベントをやってい

（
「はい」
）

います。島外まで九州商船とタイアップして
いるので、島外からの呼び込みにも力を入れ

次に 108 ページ
「地域イベント活性化事業」

るべきではないでしょうか。
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（事務局）

次に 112 ページ「島の宝を活用した魅力情

このイベントの補助金については、実行委

報発信強化事業（歴史・文化）」です。2 次評

員会が主体となってする部分についてですの

価は、
「事業は予定通り進捗しているが、今年

で、その実行委員会が地元の商工会や青年部

度以降もより大きな成果を達成できるような

と連携して、取り組んでいただければ、いい

取組みを実施していく必要がある。」とし、Ｂ

イベントになっていくのかなとは思います。

評価にしています。ご意見がありましたらお

他にご意見がありませんか。

願いします。

（意見なし）

（意見なし）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（
「はい」
）

（「はい」
）

次に 109 ページ「文化・芸術振興事業」で

次に 113 ページ
「文化的景観保護推進事業」

す。2 次評価は、
「本土に比べ優れた舞台芸術

です。2 次評価は、
「ほぼ計画どおり進んだが、

を鑑賞する機会が少ないことを考えると、今

課題で記載のとおり北魚目地域の拠点施設の

後も行政として本事業の実施が必要と考え

設置について次年度以降の検討となったた

る。」とし、Ｂ評価にしています。ご意見があ

め。」とし、Ｂ評価にしています。ご意見があ

りましたらお願いします。

りましたらお願いします。

（意見なし）

（意見なし）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（
「はい」
）

（「はい」
）

次に 111 ページ「文化財保存整備事業」で

次に 116 ページ「町民体育館大規模改修事

す。2 次評価は、
「軽微な修繕等については速

業」です。2 次評価は、
「計画どおりの実施設

やかな対応を行っている。教会堂等の修繕に

計が出来た。現在、改修工事を行っている。」

ついては地元小教区及び長崎大司教区と連携

とし、Ｂ評価にしています。ご意見がありま

をとり実施している。学校における出前講座

したらお願いします。

や歴史教室はできる限り学校側の要望に沿っ
て実施している。
」とし、Ｂ評価にしています。

（意見なし）

ご意見がありましたらお願いします。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（意見なし）
（「はい」
）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
次に 117 ページ「運動公園改修事業」です。
（
「はい」
）

2 次評価は、「長寿命化計画どおり事業は進捗
13

されている。
」とし、Ｂ評価にしています。ご

トの開催により約 700 名の交流が図られた。

意見がありましたらお願いします。

またフォトコンテストの開催に伴う SNS での
情報発信により、約 2 万人に島の魅力を発信

（意見なし）

できた。しかしながら、イベントへの島外か
ら誘客が少なかった。」とし、Ｃ評価にしてい

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

ます。ご意見がありましたらお願いします。

（
「はい」
）

（意見なし）

そのまま続けて、横断プロジェクトに入っ

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

ていきます。
118 ページ「遊休施設活用事業（遊休町有財

（「はい」
）

産売払い促進事業）
」です。2 次評価は、
「町の
ホームページや住民回覧を利用するとともに、

次に 125 ページ「「四季を味わう上五島」推

分譲地に、引き続き看板を設置し、常に住民

進事業」です。2 次評価は、「四季を通して観

の目に触れるようにしている。また、遊休施

光イベントを実施することにより、観光情報

地については、日頃から草刈等を行い売払い

発信及び国内外からの観光客誘客活動により

及び賃貸できるよう良好な状態に努めてい

交流人口の拡大が図られた。」とし、Ｂ評価に

る。」とし、Ｂ評価にしています。ご意見があ

しています。ご意見がありましたらお願いし

りましたらお願いします。

ます。

（意見なし）

（意見なし）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（
「はい」
）

（「はい」
）

次に 123 ページ「しま共通地域通貨事業」

次に 126 ページ「EV&ITS 実配備促進協議会

です。2 次評価は、
「当初予定の販売数を上回

補助事業」です。2 次評価は、
「EV 車普及に欠

り、追加発行を行った。地域経済に及ぼす効

かせない急速充電設備のインフラ整備により、

果は大きかった。
」とし、Ｂ評価にしています。

EV 車運用の幅が広がった。」とし、Ｂ評価にし

ご意見がありましたらお願いします。

ています。ご意見がありましたらお願いしま
す。

（意見なし）
（意見なし）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（
「はい」
）
（「はい」
）
次に 124 ページ「五島の日登録を契機とす
る交流推進事業」です。2 次評価は、
「イベン

次に 127 ページ「観光物産協会補助事業」
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です。2 次評価は、
「観光物産進行事業に積極

次に 130 ページ「ながさき巡礼受入体制推

的に取り組むことができた。」とし、Ｂ評価に

進事業」です。2 次評価は、「巡礼客の受け入

しています。ご意見がありましたらお願いし

れ（ガイドやミサ手配等）体制が図られた。」

ます。

とし、Ｂ評価にしています。ご意見がありま
したらお願いします。
（意見なし）
（意見なし）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（
「はい」
）
（「はい」
）
次に 129 ページ「観光客おもてなし環境整
備体制強化事業」です。2 次評価は、
「平成 27

次に 132 ページ「世界遺産登録事業」です。

年度は、補助金申請のみ、補助金申請事務は

2 次評価は、「目標どおりに進捗してきたが、

計画どおり完了した。予算を平成 28 年度に繰

イコモスからの指摘を受け、国が推薦を取り

り越して事業実施。
」とし、Ｂ評価にしていま

下げたことにより再度推薦書の見直しを行う

す。ご意見がありましたらお願いします。

こととなった。」とし、Ｂ評価にしています。
ご意見がありましたらお願いします。

（委員）
各港への防犯カメラの設置が必要なのでは

（意見なし）

ないでしょうか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（観光商工課）
奈良尾港と有川港には平成 27 年度に設置済

（「はい」
）

み。鯛ノ浦港については、民間が運営してい
るため、民間が自主的に設置してもらうこと

次に 133 ページ「日本遺産魅力発信推進事

が必要であるかと思います。現在、平成 29 年

業」です。2 次評価は、
「事業は予定どおりに

度に青方港と若松港への設置に向けて予算要

実施しているが、情報発信の強化を引き続き

求を行っているところです。事業評価でも分

実施していく必要がある。」とし、Ｂ評価にし

かれているところで、検討をしている段階で

ています。ご意見がありましたらお願いしま

す。

す。

（事務局）

（意見なし）

他にご意見はありませんか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（意見なし）
（「はい」
）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
次に 134 ページ
「祈りの島インフォメーショ
（
「はい」
）

ンセンター設置事業」です。2 次評価は、「平
成 28 年 7 月の世界遺産登録へ向け目標どおり
15

に進捗したが、急遽登録が先送りとなったた

（「はい」
）

めサテライトの内容を変更して取り組むこと
となった。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意

次に 138 ページ「パートナーシップ協定事

見がありましたらお願いします。

業」です。2 次評価は、
「事業を通じて情報発
信ツールの作成ができた。また際コーポレー

（意見なし）

ション(株)からの協力で、マスコミ等に取り
上げていただく機会が増えた。」とし、Ｂ評価

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

にしています。ご意見がありましたらお願い
します。

（
「はい」
）
（意見なし）
次に 135 ページ「しまのキャンパス体験事
業」です。これについては、委員評価は終わっ

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

ておりますので、省略させていただきます。
次に 136 ページ「首都圏大学生誘致事業」

（「はい」
）

です。2 次評価は、
「首都圏大学生による首都
圏大学への PR 活動により、新上五島町の魅力

次に 139 ページ「510 列島まつり運営負担金

を発信できたものの、誘客までは繋がらな

事業」です。2 次評価は、「本イベントを開催

かった。今後は、手法を変えたアプローチを

することによって、観光客誘客及び物産進行

行う。
」とし、Ｃ評価にしています。ご意見が

が図られた。
」とし、Ｂ評価にしています。ご

ありましたらお願いします。

意見がありましたらお願いします。

（意見なし）

（意見なし）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（
「はい」
）

（「はい」
）

次に 137 ページ「外国人観光客誘致推進事

次に 140 ページ「辻発彦杯少年野球大会交

業」です。2 次評価は、
「町内における外国人

流事業」です。2 次評価は、
「参加予定 12 チー

観光客は、韓国からのキリスト教巡礼客が大

ムが確保できず、町内及び五島市の交流大会

多数を占めている。巡礼客は比較的マナーが

となってしまい、課題を多く残す大会となっ

よく、五島に対して発展してほしいという願

た。」とし、Ｃ評価にしています。ご意見があ

いをもって来島している。補助金を有効に活

りましたらお願いします。

用できている。」とし、Ａ評価にしています。
ご意見がありましたらお願いします。

（意見なし）

（意見なし）

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

（「はい」
）
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次に 141 ページ「トライアスロン in 上五島

まとめたものを作製し、毎月の広報と一緒に

大会補助事業」です。2 次評価は、
「地域住民

発送し、更なる情報の発信を行っています。」

が高齢化してきている中で、住民が一体とな

とし、Ｂ評価にしています。ご意見がありま

りボランティアスタッフとして大会を支えて

したらお願いします。

おり、町も支援する必要がある。
」とし、Ａ評
価にしています。ご意見がありましたらお願

（意見なし）

いします。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（意見なし）
（「はい」
）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
次に 146 ページ「五島列島観光周遊連携事
（
「はい」
）

業」です。2 次評価は、
「五島市との観光周遊
事業に取り組むことができ、多くの観光客に

次に 142 ページ「ふるさと応援寄付金」で

五島市と新上五島町を周遊していただくこと

す。2 次評価は、
「本事業は、貴重な財源を得

ができた。福岡市・九州離島広域連携による

る事業であると同時に本町を全国へ PR するこ

「Ｒe 島プロジェクト」は、平成 28 年度以降

とはでき、取組方法を工夫しながら継続すべ

に実施する。
」とし、Ｂ評価にしています。ご

きである。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意

意見がありましたらお願いします。

見がありましたらお願いします。
（意見なし）
（意見なし）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（「はい」
）
（
「はい」
）
次に 147 ページ「おもてなしのしま五島プ
次に 143 ページ「ふるさと応援団事業」で

ロジェクト事業」です。2 次評価は、「世界遺

す。2 次評価は、
「前年度以上の会員数を確保

産効果で五島を訪れる観光客に満足してもら

でき、本町の活性化を支援する方の輪を広げ

い、旅行先として再度来島してもらえるよう、

ることに繋がった。
」とし、Ｂ評価にしていま

行政と民間が一体となって観光客の受入体制

す。ご意見がありましたらお願いします。

の整備に取り組む本事業が重要であり、ほぼ
計画どおりに取り組むことができた。重要な

（意見なし）

事業であり、今後も継続して事業を推進する。
」とし、Ｂ評価にしています。ご意見があり

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

ましたらお願いします。

（
「はい」
）

（意見なし）

次に 144 ページ「観光物産大使事業」です。

2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。

2 次評価は、
「町内外のイベント・祭事などを
17

（
「はい」
）
次に 149 ページ「長崎誘客拡大支援事業」
です。2 次評価は、
「長崎県と連携し、島外か
ら多くの方に宿泊を伴う来島をしていただく
ことができた。」とし、Ｂ評価にしています。
ご意見がありましたらお願いします。
（意見なし）
2 次評価のとおりで、よろしいでしょうか。
（
「はい」
）
以上で、シートの評価を終わります。本部
会議に報告する案件としては、展望所等景観
整備事業の横断的に取り組んで欲しい。とい
う意見を報告するということでよろしいです
か。他にこの事業についてのこの意見を報告
してください。という意見があれば報告しま
す。他にありませんか。
（意見なし）
なければ、展望所等景観整備事業について
のみ本部会議の方へ報告したいと思います。
お疲れ様でした。
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