
「住民懇談会」にあたって（町長挨拶より） 
 

私が町長に就任させて頂いてから、８カ月目に入りました。この間、大島町という行政のトップとして、日々起こ

る様々な課題に対応しつつ、一方で東京都や国に関連する諸会議や予算要望活動などに参加してまいりました。 

もともと新町長としての１年間は大島町の顔としてトップセールスに徹しながら、大島町が抱える課題は何かじっく

りと検証していこうと決めていました。したがって、自分としては全力を尽くしてきたつもりではありますが、正直

なところあっという間の７カ月間でありまして、もう少しスピーディーに対応していかなければと焦る気持ちがある

ことも事実であります。ただ私が選挙中に掲げました“豊かで活気ある大島－住み続けられる大島”という町づくり

の実現は私一人だけに力で到底できることではありません。役場に実際に入ってみて、役場職員について言えば、ま

だまだ十分ではない点も確かにありますが、彼らなりに様々な困難を抱えながらも、私の思いに応えようと、一生懸

命頑張ってくれているというのが、私の率直な感想です。いよいよ新年を迎えるにあたり、職員には、改めて常に町

民の目線に立って働く役場職員とは何かを問いながら、まずは明るく元気に、挨拶から始めようと呼びかけていくつ

もりでおります。 

 そこで、以前からも語られてきました“町民目線”ということが大切なのははっきりしておりますが、ここがなか

なか大変なことで、私自身はこれまでの大島町政の最大の弱点はここにあると思っております。つまり、町政の流れ

の中に本当に町民参加が貫かれていたのだろうか、ということです。 

 実は本日開催しました「住民懇談会」は川島大島町政として住民参加を貫くための出発点と考えております。 



 今年度は「大島町基本構想・後期基本計画」を策定する時期となっております。「基本計画」とは町づくりの指針

である「基本構想」の目標を実現するため、その手段となる具体的な施策を明らかにしていくものであります。 

 実はこの間、役場の各担当課が「前期基本計画」の到達点を整理し、これからの４年間、何をすべきか、したいの

か、という作業を進めてきました。これらを町長室が取りまとめた概略が、資料の内容であります。 

 最終的には３月定例議会で決定致しますが、町長としては、それまでにどれだけ住民の皆さんの声を反映できるか

が大切だと思っております。もちろん、この「懇談会」だけで全てを語り合えるとは思っておりません。したがって、

「広報おおしま １２月号」では、「意見・提言」の募集も行っておりますし、各団体や機関・委員会等にも呼びか

けていくつもりでおります。 

 また、今回の「懇談会」は「後期基本計画の策定に向けた住民懇談会」としておりますが、「懇談会」自体は毎年

開催するつもりでおります。つまり、来年度の「懇談会」からは川島大島町政の出発点として決めた「後期基本計画」

の到達点を住民と行政が一緒にチェックするという作業が加わることになります。もちろん、みなさんの代表であり

議決機関であります、議員の皆さんとも並行して大いに議論することになります。私は、こうした取り組みが重ねら

れて、初めて町民の目線に立った町民参加が貫かれる町政が実現していくと確信しております。このことを是非ご理

解頂き、どうぞ忌たんのないご要望ご意見ご提言を頂けますようお願いし、挨拶とさせていただきます。 
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・開会のあいさつ           川 島 理 史町長 

・大島町基本構想概要説明および 

 後期基本計画（第1次案）ダイジェスト版について 

                     三辻利弘町長室長 

・質疑応答および意見 
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★大島町基本構想★ 

 基本構想は、地方自治法 

 第2条第5項の規定に 

 基づき平成19年3月19日 

 町議会の議決を経たもの 

 です。 

 

「前期基本計画」  

  H19年度～H23年度 

 

「後期基本計画」 

  H24年度～H27年度 
  
 
 

大島町基本構想 

第1章  
基本構想の策定の主旨 

 将来形成に向けての指針として、 

 基本計画を策定するものです。 

第2章  

基本構想・基本計画の構成 

 基本構想の策定は、昭和44年 

 地方自治法改定により、法制化 

 されました。従来10ヶ年を区切り 

 として改定をするのですが、大島 

 町では首長の改選期を視野に 

 入れた期間とし、社会状況の変化 

 に迅速に対応するものです。 

 

 



第3章  

町の概要 

 東京の南南西120㎞に位置し、 

 ・・・（中略）人口が減少し、恵まれ 

 た自然条件や豊富な資源を生か 

 しきれていないのが現状です。 

 自然環境と調和のとれた特色ある 

 島を目指す。 

第4章  

町の将来像 

 安全・安心で「誰からも羨ましがら 

 れるまち」を目指す。 

 

第5章  

将来目標人口 

 

 【人口の想定】    

  平成27年度 10,500人 

  ・定住人口9,500人  

  ・交流人口1,000人） 

   

国勢調査での人口推計は7,472人 

 

 昭和30年      12,902人 

 平成18年       9,022人 

 平成23年10月   8,608人 



第6章 施策の大綱 

    1 自然とともに  

       －町の基盤づくり－ 

    2 安全・安心でここちよい 

       －地域環境づくりー 

    3 ひとにやさしく 

       －福祉の充実、健康づくり－ 

    4 自分らしく 

       －教育・文化向上とふるさとづくり－ 

    5 みんなでつくる 

       －活力ある産業づくり－ 
 



1 自然とともに  

     －町の基盤づくり－ 

  「第1」 土地利用 

 「第2」 交通運輸 

 「第3」 道 路 

 「第4」 河 川 

 「第5」 港 湾 

 「第6」 空 港 

 「第7」 公営住宅 

2 安全・安心でここちよい 

    －地域環境づくりー 
  「第1」 生活環境   

 「第2」 生活排水等  

 「第3」 上水道     

 「第4」 電 気 

 「第5」 通 信 

 「第6」 保安、防災 

 「第7」 安全・安心 

 「第8」 公害・環境保護 

  「第9」 公園・緑地  

  「第10」 土地保全   



3 ひとにやさしく 

－福祉の充実、 

                健康づくり－ 

 「第1」 保健・医療     

 「第2」 衛 生 

 「第3」 社会福祉 

 

4 自分らしく 

 －教育・文化向上と 

              ふるさとづくり－ 

 「第1」 社会教育 

 「第2」 学校教育 

 

 

 

5 みんなでつくる 

  －活力ある産業づくり－ 
  「第1」 農 業     

 「第2」 林 業 

 「第3」 漁 業 

 「第4」 観 光 

 「第5」 商工業 

 「第6」 消費者の保護 

 



６ まちづくり推進のために 

 「第１」 住民参加 

 

  「第２」 行 政 

 

  「第３」 財 政 

 



後期基本計画 
（第1次案） 

-ダイジェスト版- 



《第１章》 自然とともに  -町の基盤づくり- 

 元気で住みやすい快適な町づくりを進めるには、基本的な 

 土地利用の方向性を定め、町の基盤整備の充実が必要です。 

 このため、適正な土地利用に努め、広大な海域や豊かな自然 

 の持つ可能性を最大限に生かし、町の美しい風景や緑豊かな 

 自然を大切にしながら、自然と人々が仲良く共生する大島らし 

 い環境づくりを推進し、元気で住みよい町づくりを進めます。 

 

「第１」 土地利用 

 元気で住みやすく快適で暮らしやすい町づくりを進めていくた 

 め、自然環境を保全するとともに、町の自然条件・歴史などを 

 総合的に考え合わせ、広大な海域や豊かな自然の持つ可能 

 性を最大限に生かし、自然と人とが共生した調和のとれた発 

 展を図り、良好な住環境を形成する適正な土地利用に努めます。 



○主な計画（抜粋） 
（1）農用地の確保・拡大 

 生活基盤道路、農業振興のための道路整備が進む中で、農用地の 

 宅地化や住宅用地の分散化がさらに進むと思われます。 

 島の主要産業のひとつである農業のうち、花卉栽培は近代化が進 

 みさらに施設化、大型化することは確実であることから、農業生産 

 基盤の確保・拡大に努めつつ、さらに農地の集積化、遊休農地の 

 解消を目指します。 

 

（2）自然公園法の地種区分の見直し 

 平成24年4月より、大島町に「環境省 関東地方環境事務所（富士 

 箱根伊豆国立公園）」の出張所が開設される予定です。 

 従来から要望している規制緩和等を含む「自然公園区域」の見直し 

 等について、協議・検討を重ねます。 



「第2」 交通運輸 

 島内外においての利便性・安全性・快適性の向上に努めるとともに 

 現交通ネットワークの拡充を進め、高齢者や観光客にも配慮した利 

 用しやすい交通体系の確立を図ります。 

 

○主な計画（抜粋） 

（1）航空路の充実 

 羽田⇔大島間の運航の維持に努めるとともに調布⇔大島（新中央 

 航空）三宅島⇔大島、利島⇔大島（東京愛らんどシャトル）の運行 

 維持・拡大に努めます。 

 

（2）海上航路の充実 

 引き続き、国や都へ「海の国道（都道）」の認定、大型船の通年運航 

 を要望するとともに高速ジェット船の料金引き下げなど、関係機関へ 

 の要望・支援を求めます。 

 



（3）バス路線の充実 

 現在、町は定期路線バスについて、「大島旅客自動車株式会社経 

 営安定化補助金協定書」に基づき、経営損失額と車輌購入費の2 

 分の1の範囲内で補助をしているところです。平成24年4月に新たな 

 協定を締結することとなりますが、その際、住民の交通手段の利便 

 性に考慮し、時代のニーズにあった小型バス運行の推進や新規路線 

 の確保、現状ダイヤの改善などを要請するとともに、バス会社の経 

 営安定化を図ります。 



「第３」 道 路 

 道路整備を計画的に取り組んでいくとともに、安全性と環境に配慮 

 した、高齢者・障害者をはじめとする歩行者が安全に通行できるバリ 

 アフリー化の充実を図り、人と自然にやさしい道路づくりに努めます。 

 また、観光地「大島」の文化や自然を活かし、景観にも配慮した道路 

 整備を促進します。 

 

○主な計画（抜粋） 
（1）都道の整備促進 

 現在計画的に整備が進められている東京都の都道整備については、 

 島特有の地勢条件による曲線半径の小さいカーブや急勾配の箇所、 

 海側路肩のもろい個所や山側のり面の崩壊のおそれのある箇所に 

 対する線形改良、ルートの複数化を図るなど、計画的な整備を要望 

 します。また、災害防除事業、視距・路肩改良事業による整備に対し 

 ても継続を要望します。 



（2）一般町道の整備促進 

 住民の生活道として最も関係深い町道を集落内排水を考慮しなが 

 ら計画的かつ、文化的要素を取り入れながら、整備促進を図ります。 

 

「第４」 河 川 

 道路整備・生活基盤整備が進むにつれて、今まで浸透していた雨水 

 等が浸透しきれず流出量が増大していることから、住民生活の安全 

 ・安心と地域環境の保全を図るため、自然にやさしい河川整備を 

 促進します。 

 

 

 



「第５」 港 湾 

 住民生活の安定を図るうえからも、産業振興を推進するとともに、 

 最も重要な基盤の港湾は、年次計画に沿って整備が進行中です。 

 伊豆諸島の基地港湾としての元町港・岡田港・波浮港の総合的な 

 整備を推進するとともに、就航船の大型化や高速船及び貨物量の 

 増加に対応するための港湾機能の充実を関係機関に要望します。 

 

○主な計画（抜粋） 

（1）整備要望についての基本方針 

 港湾整備については、東京都離島振興計画に基づき、①定期船就 

 航率の向上、②乗降と荷役の安全性、効率性の向上、③小型船の 

 安全な停泊を確保、④魅力ある「島のみなとまちづくり」の推進、 

 ⑤津波対策の推進、⑥既存施設の計画的かつ適切な維持管理の 

 推進を基本方針のもとに整備を要望します。 



「第６」 空 港 

 平成14年10月の空港拡張に伴い、1,800ｍに滑走路を延長し、 

 ジェット化を推進してきましたが、当初計画を大幅に下回る利用率が 

 続き、現在では、全国で最も利用率が低く、ジェット化どころか定期 

 便の就航維持を確保するだけに留まり、前期基本計画で打ち立てた 

 2,000ｍへの拡張は、現実的に不可能です。今後は羽田⇔大島間 

 の定期便の確保に重点をおき、関係機関へ運航継続を引き続き、 

 働きかけます。 



「第７」 公営住宅 

 老朽化が進む住宅を計画的に取壊し、新たに住宅を建設し、若者の 

 定住・高齢者が安心して生活できる住環境整備を促進します。 

○住宅建替計画 
  

 ○元町地区町営住宅 

 ・平成24年度 「大昇団地1棟目」 建替分 ★設計及び地質用地測量（家の上第三団地跡地） 

 ・平成25年度 「元町家の上団地2号棟」 建 設 ★（大昇団地1棟目建替分） 

           「大昇団地2棟目」 建替分 ★設計及び地質用地測量（家の上第三団地跡地） 

 ・平成26年度 「元町家の上団地3号棟」 建 設 ★（大昇団地2棟目建替分） 

           「大昇団地1棟目」 解 体 

 ・平成27年度 「大昇団地2棟目」 解 体 

 

 ○クダッチ地区町営住宅 

 ・平成24年度 「クダッチ第三団地1棟目」 解 体 

           「クダッチ団地2号棟」 建 設 

 ・平成25年度 「クダッチ第三団地2棟目」 解 体 

 



《第2章》 安全・安心でここちよい 

                -地域環境づくり- 

 安全・安心で豊かに誰もが住み心地の良い快適な 

 環境の整備は、最も基本となる生活条件です。 

 そのため、長期的な展望に立って計画的に諸施策 

 を展開し、町民ひとり一人が相互に協力して、生活 

 安全意識の向上を図り、きれいな水とみどり豊かな 

 潤いのある安全・安心で心地よい生活環境を形成 

 します。 



「第１」 生活環境 

 ごみ、し尿の処理については、可能な限り再資源化を目指し、住民 

 との協力体制のもとに可燃ごみの減量を推進し、ごみ半減のまちを 

 目指します。安全で誰もが住みよい心地のよい生活を維持するため 

 に清潔で美しい景観を形成していくことに努め、整備された諸施策 

 を有効に活用しながら生活基盤である地域の環境整備に努めます。 

○主な計画（抜粋） 
（1）循環型施設（焼却施設、し尿処理施設）の建設 

 し尿処理の完全実施及び老朽化した焼却処理施設の建て替えにむ 

 け、平成20年2月「循環型社会形成推進地域計画」を策定して国の 

 承認を受け二つの処理施設の建設推進を図ることとなり、循環型施 

 設（焼却施設、し尿処理施設）の建設及びそれに関連する一般廃棄 

 物の減量についても将来的な「町の廃棄物処理計画」を策定するに 

 至り、平成26年4月の施設供用開始にむけて計画を推進することが 

 決定しました。町の基本的な廃棄物の処理施設として重要な二つの 

 施設の開設にむけて計画どおり進めます。 
 



（2）し 尿 

 し尿処理の理想的な処理形態は、各家庭から排出される生活排水 

 も含めた下水道の整備です。当町のように点在する集落形態、財政 

 状況から考えると下水処理に適している合併処理浄化槽を基本と 

 した処理施設整備を推進します。 

（3）可燃ごみ 

 可燃ごみ（ダンボール、生ごみ、新聞紙等）の減量に努めます。ダン 

 ボ－ルについては島外処理を前提に減量を進め、生ごみは各家庭 

 での分別協力が必要であり、堆肥化等を計画します。 

 各家庭でのコンポスト化の推進など、、可燃ごみの排出抑制に努め 

 ます。 

（4）不燃ごみ 

 （1）自動車廃棄物等のリサイクル法による処理 

 廃棄自動車、家庭電化用品、パソコン等、リサイクル法の対象となる 

 ものは、リサイクルの補助制度等を活用し、今後も引き続き島外へ 

 搬出し処理します。 

 



（5）リサイクルの推進 

 缶やプラスチック容器などの不燃ごみは増加傾向にあり、大島エコ・ 

 クリーンセンターで破砕、減容し、資源利用可能なものは島外へ、 

 それ以外のガラス、陶器、プラスチック等の安定ごみは、島内の安定 

 型最終処分場に埋め立て処分しており、今後はリサイクル化を進め 

 るとともに発生の抑制に努めます。 

（6）ごみ対策地域協議会の充実 

 ごみ発生抑制、再利用の促進およびごみの適正処理等、将来に 

 向けてのごみ処理の在り方についても意見交換を行い、平成17年 

 4月1日に制定した「環境保護条例」中の環境美化推進員も兼務と 

 し、「清潔で住みよい町づくり」を達成するための活動を実施します。 



「第２」 生活排水等 

 観光地である大島として安全で安心に富んだ魅力あるまちづくりを進め 

 るためには、環境に影響する生活排水等の施設整備は重要な課題です。 

 分散型の集落形態、多大な費用、受益者負担等の諸門問題を考慮し 

 つつ、地域の特性、実情に合った形態として合併処理浄化槽を基本と 

 した下水処理施設の整備を促進しながら、将来の目標として合併処理 

 浄化槽の市町村設置型も視野に入れて検討を進め、町の生活排水処理 

 の解決を目指します。 

 

「第３」 上水道 

 住民が安全で安心して快適に生活していくための条件として、インフラ 

 整備は重要な要件であり、中でも安全でおいしい水の安定供給の確保 

 は最も重要な要件の一つです。近年、量・質的には、ほぼ充足した水の 

 供給が可能となってきていますが、観光客の減少や人口の減少、ボトル 

 ズウォーターの普及により水需要が減少し、料金収入の伸びが期待でき 

 ないなか、老朽化施設の計画的な整備更新や改良を行い、経営の健全
化・合理化・効率化を推進し、さらに水質の保全と改善に努め、安心・安
全でおいしい水の安定供給に努めます。 



○主な計画（抜粋） 

（1）施設の整備促進 

 老朽化施設の計画的な整備・更新と地震や災害に強い水道施設の整備 

 にむけて老朽化施設の耐震診断を行い、安定した施設能力の確保と必 

 要な整備を実施し、水質の保全・改善に努め、生活用水の安定供給を 

 図ります。 

（2）水源施設の整備 

 良質な湧水であるフノウ水源施設は老朽化と土砂崩れ等の影響で安定 

 した取水が不安定な状況にあるため、導水管路の更新・口径の変更等 

 の整備による安定的な施設整備や改良を図ります。一方、南部で唯一の 

 湧水である筆島水源が度重なる波浪等の影響により取水不可能となっ 

 ていますが、復旧することが困難なため、他施設の改良・改修整備を実施 

 し、既存施設の能力を高め、安定した生活用水の安定供給を図ります。 

  

 

 



「第４」 電 気 

 近年の総電気需要量は、引き続き公共施設が10％弱の使用料を 

 占めており、日常の電力事情は比較的安定しているとはいえ、無駄 

 なエネルギーの消費を極力避けることが重要と考えます。しかしながら、 

 クリーンエネルギーなどの利用は全国的にみても大きな遅れをとって 

 いるのが現状です。 

○主な計画（抜粋） 
（1）クリーンエネルギーの利用 

 平成２３年度東京都地球温暖化対策等推進のための区市町村補助 

 制度を活用し、「再生可能エネルギー、電気自動車を活用した観光 

 環境地域づくり事業」を展開中です。引き続き、補助制度を活用し、 

 太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用し、公共施設を皮切りに、 

 「大島町観光環境ビジョン」を策定し、再生可能エネルギーへのシフトを 

 進め、観光環境対策とあわせて、ＣＯ2削減に努めます。 

 

  



「第５」 通 信（省略） 

 

「第６」 保安、防災 

 平成２３年度は日本各地、更に世界的に地震、津波、噴火、台風など 

 の災害に見舞われ、大きなダメージを受け、未だに復旧が遅れ、避難 

 や仮設生活をおくっている状況です。今後は、更に「地域防災計画」 

 を強化改め、非常の事態に備え、住民が安全で安心して暮らせるよう 

 体制づくりを整備します。 

○主な計画 

（1）地域防災計画の推進 

 「地域防災計画」を見直し推進します。 

 

「第７」 安全・安心（省略） 

 

「第８」 公害・環境保護（省略） 

 



「第９」 公園・緑地 

 恵まれた自然環境、特に国立公園の優れた観光資源を保全・活用し、 

 また、官民一体となり、「伊豆大島ジオパーク」を推進します。 

○主な計画（抜粋） 

（1）緑と花の保全と拡大 

 婦人会やボランティアの協力のもと、「地域に花を咲かせる『花いっぱ 

 い運動』」を引き続き推進し、緑と花の保全に努めるとともに 椿、桜、 

 つつじ、あじさい、松などの保護育成にも努めます。 

 

  



《第3章》 ひとにやさしい 

          -福祉の充実、健康づくり- 

 一人ひとりが健康で暮らしにゆとりを感じ、だれもが 

 生きがいを持ち安心して暮らせるよう、地域で福祉等 

 を専門とする人のネットワークを有効活用し、各種相 

 談・援護体制の充実を図り「人にやさしい町づくり」を 

 推進します。また、食の大切さ、重要性を再確認し、 

 伝統ある食文化を継承し食育の推進を図ります。 



「第１」 保健・医療 

 人口の高齢化や生活水準の向上による食生活の変化は慢性的疾患の 

 増加や発生する病気の多様化、複雑化などを生み出し、住民の健康に 

 対する関心もますます高まりをみせています。離島であるがゆえ医療基盤 

 は弱く、特に、緊急時や重症時における治療・手術は困難な状況であり、 

 住民の医療に対する不安や、また、やむをえず本土において治療を受け 

 る際の経済的負担や精神的負担は大きいものがあります。医師、看護師 

 、医療関係技師等の安定的確保、医療施設の近代化や充実を図るとと 

 もに、住民健診や健康づくり運動にも積極的に取り組み、病気の予防に 

 努めます。 

 



○主な計画（抜粋） 

（1）大島医療センターの運営 

 大島医療センターは、開設してから7年目を迎え医療機器においては 

 耐用年数を迎え、更新時期になっています。公設民営で利用料金制 

 とし開設当初は運営面において様々な問題が発生したが、4年目を 

 迎える頃から漸く落ち着いたところです。しかしながら経営面では黒字 

 となった年はあるものの依然赤字経営ですが、東京都、町の財政支援 

 と経営努力により黒字に転じてきています。 

 また、地域医療の確保は大島町を問わず住民に対する重要な責務で 

 もあるため、今後とも町民の健康や生命を守るため、医療法人社団 

 藤清会等との連携を密にし、地域医療の安定化に努めます。 



（2）住民健診の充実 

 引き続き病気の予防、早期発見のため住民健診を積極的に受けるよう 

 啓発の強化を図ります。健診の結果に基づき、要医療は医療に移行、 

 要指導者については、けんこうセンターの保健師等の保健指導を充実 

 させ、各教室、相談に参加するよう呼びかけ、委託医療機関と連携を 

 図り、周知、啓発に努めます。 

（3）大島けんこうセンターの整備促進 

 医療センターの通院患者をサポートする面からも、隣接地への移転 

 及び施設の充実を検討します。 

 

「第２」 衛 生（省略） 



「第３」 社会福祉 

 社会福祉分野についての計画は、次世代育成支援対策推進法の基本 

 的な考え方や方向性を取り入れるなど、各事業の詳細についてはそれ 

 ぞれの計画等に委ねることとします。 

○主な計画（抜粋） 
1 児童福祉 

（1）保育所の運営の充実 

 ①11時間開所保育対策事業（全保育園で実施） 

 ②一時（いちじ）保育事業（全保育園で実施） 

 ③一時（いっとき）預かり事業（子ども家庭支援センターで実施） 

 ④ひろば事業（全保育園・子ども家庭支援センターで実施） 

 ⑤保育所の改修等 

 ⑥保育指針の改定に沿った保育の実践（保育所と小学校の連携） 

 ⑦学童クラブと放課後子供教室 

 ⑧病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）の充実 

 ⑨家庭的保育事業（保育ママ）の実施 

 

 



（2）子ども家庭支援センターの充実 

 18歳までのすべての子どもと家庭の問題に対応するため、子ども家庭 

 支援センターの機能の充実と事業の拡大に努めます。 

 また、専門性強化による相談体制や子どもを守るネットワークづくり 

 として、関係機関による協議会の設置など適切な指導と援助を引き 

 続き実施します。 

（3）児童の健全育成強化 

 児童を取り巻く家庭環境の変化に適切に対応できるよう相談体制を 

 強化するネットワークの構築から専門機関へつなげるまでの体制づくり 

 と心身共に児童の健全な育成を目指します。 

 



2 心身障害者の福祉 

（1）交流活動の促進 

 社会福祉協議会や福祉施設、関係施設との協力のもとに、障害者と 

 健常者と交流を深めるためのスポーツ・レクリエーション、文化交流 

 事業を展開するとともに、全ての事業を見直しながら、さらに効果が 

 得られる事業を模索していきます。 

（2）精神障害者福祉施策の推進 

 現時点で町の具体的な社会資源は限られており、障害者自立支援法 

 の移行期間満了に伴う対応方法について、関係機関と連携を図りな 

 がら検討していきます。今後、精神障害者の社会復帰にかかる需要が 

 拡大する傾向にあるので、精神障害者が安心して地域で暮らしを営め 

 る基盤づくりの整備を推進します。 

（3）就労機会の拡大促進 

 島内の在宅障害者が社会の一員として生き生きと自立した生活が営 

 まれるよう、関係機関の協力を得ながら雇用機会を促進します。 



3 高齢者福祉 

（1）在宅介護サービスの充実 

 すべての高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、暮ら 

 しや住まい、健康の増進と疾病予防等生活環境の整備を図り、高齢者 

 が寝たきりにならず、家庭や地域で生活し続けられるように適切なサー 

 ビスを総合的に、より効果的、効率よく提供します。 

（2）施設サービス等の充実 

 現在、要介護高齢者の中で、病状は安定しているものの医学的管理 

 の必要な高齢者が増加しています。また、今後のニーズの多様性に 

 対応するため、介護・看護・医療・リハビリテーションなどのサービスを 

 提供する介護老人保健施設の整備を進め、入所する高齢者の能力に 

 応じた自立と自宅での生活復帰の支援を目指します。 

 

 

 

 



（3）介護保険事業計画の策定 

 平成12年の制度創設以降、現在、第4期の介護保険事業計画が策定 

 され、今後、第5期介護保険事業計画を策定するにあたり、適正な介護 

 保険料の算定と介護サービスのより精緻な事業量見込みを行い、計画 

 期間における円滑な事業運営を目指します。 

（4）介護保険制度の充実 

 急速な高齢化への進展は、独居高齢者や認知症高齢者の増加をもた 

 らす要因となっています。そのため、町では、高齢者が要介護状態に 

 なっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して生活できるよう 

 地域包括ケア（介護・医療・福祉の一体的提供）の推進への取り組みを 

 強化します。 

 また、地域内の介護サービス等の課題や高齢者のニーズ等をより的確 

 に把握するように努め、不足している施設やサービス等を分析して必要 

 な介護サービスの基盤整備を構築します。 

 

 

 



《第4章》 自分らしく 

       -教育・文化の向上とふるさとづくり- 

 次世代を担う子どもたちが、豊かな自然の中で、学校 

 と地域の教育力により、健やかに成長できる教育環境 

 を整えます。また、町民一人ひとりがより良く生きるため、 

 生涯にわたり学習できるスポーツや文化等の面におい 

 て充足した環境や行事づくりを推進します。 
 

 

  



「第１」 社会教育 

 物中心社会の進展、高齢化の進行の中で、余暇を楽しむ時代の到来を 

 迎えています。町民の一人ひとりにふさわしい生き方、過ごし方のため、 

 スポーツやレクリエーション、あるいは趣味を楽しむといった、地域社会 

 づくりが求められています。古くから根ざしている文化の伝承や、将来に 

 わたってみんなが楽しめるスポーツや文化の創出・普及に努めます。 

 住民が学びたい時に学び、楽しみたい時に楽しめるような環境づくりを 

 推進します。 

○主な計画（抜粋） 
（1）スポーツ施設の利用促進 

 陸上競技場や野球場については夏を中心に合宿等に利用されています 

 が、より一層の誘致を進めていく必要があり、相撲練習場、トレーニング 

 場が出来たことにより島外からの実業団・大学や高校等の合宿等を受け 

 入れ、広く利用範囲の門戸を開き、スポーツ・レクリエーションの振興を 

 図ります。また新たな練習場として広く周知していくとともに、トレーニング 

 場については多くの住民に体力増進、健康保持のため利用していただく 

 よう活用していきます。 
 



（2）第68回東京国民体育大会「大島町相撲競技会」の開催 
 

 ○開催時期：平成25年9月29日（日）～10月1日（火） 
 

 ○開催場所：東京都立大島高等学校体育館特設相撲場 
 

 国民体育大会とは、広く国民の間にスポーツを普及し、国民の健康増進と体力 

 の向上を図り、地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民 

 生活を明るく豊かにすることを目的とした、日本最大のスポーツの祭典です。 

 昭和21年に第1回が開催されて以来、毎年各都道府県持ち回りで開催されて 

 います。 

 平成25年秋開催予定の国体は50年ぶりに東京で開催する運びとなり、今回の 

 東京国体は多摩・島しょ地区をメインにスローガンを掲げていて、伊豆諸島では 

 公開競技を八丈島、三宅島、神津島、新島が開催することとなり、大島町は正式 

 種目である相撲 競技を開催することになりました。競技種目の選定にあたって 

 は、いろいろ問題もありましが、単独で開催が可能である相撲競技となりました。 

 この大会を成功させることはもとより、観光大島復活の起爆剤の一つとなるよう 

 企画運営を行います。また、大会を万全に運営するため、平成24年にリハーサル 

 大会（プレ大会）を実施し、本大会への準備・運営等、万全を期します。 

 



（3）芸術文化活動の推進 

 芸術・文化については、依然として充実が図られていないのが現状で 

 す。平成23年度から自然休養村が教育文化課の所管となったので、 

 今後郷土資料館の再構築を図り、島に伝わる有形・無形の文化財の 

 保護に努めるとともに、その継承・公開・活用を推進していきます。 

 島内では普段見ることの出来ない芸術文化等を住民に楽しんでいた 

 だくため、また文化意識の向上を図るため、演奏会、寄席、演劇、講演 

 会等の開催また後援を行って、引き続き芸術文化の充実に努めます。 

（4）図書館（複合施設）の建設、促進 

 施設の老朽化については、軽微な修理・修繕で対応していますが、将 

 来については、文化財施設を併設するなど、複合施設の建築実現を 

 目指します。図書館の建設実現に向けて、先ずは（仮称）図書館建設 

 運営委員会などを設置し住民や学識経験者の意見を広く聴取し建設 

 に向け検討していく必要があります。また、図書館の充実として蔵書の 

 電算化・図書システムを導入し、貸出手続きの迅速化、蔵書検索の利 

 便性向上などの図書館の活性化を実現していきます。 

 



「第２」 学校教育 

 出生率の低下や離婚率の増加など子ども達を取り巻く環境は大きく 

 変化し、人間形成の土台となる家庭環境にも少なからず影響を及ぼ 

 しています。高度情報化社会の急激な進展は、子どもにとって必要の 

 ない不健全な情報までが氾濫し、大きな社会問題を生み出しています。 

 こうした社会の変化がいじめや虐待、校内暴力、家庭内暴力、引きこ 

 もりなどの社会不適応、人間性希薄化の要因ともなっています。 

 子どもの実態把握に常に目をむけ、最も大切な家庭教育、地域教育 

 力の向上を目指すとともに、郷土大島を愛する心の育成をはじめ未来 

 を担う子どもたちの人間形成の場として、一人ひとりの個性を重視しな 

 がら、人間性豊かな学校教育の充実に努力します。地域性を生かしな 

 がら子どもたちに「生きる力」を育成することも目指します。 

 



○主な計画（抜粋） 
1 小・中連携、一貫教育の推進 

 小中学校間の連携を密にした教員・児童生徒の交流を図り、教科領域 

 についての連携教育の実践に努め、基礎学力の定着と主体性・協調性 

 の育成を目指します。 

2 教育施設の整備 

 ①第三中学校プール大規模改修工事 

  ・平成24年度中予定、プール本体改修・付属施設改築等 

 平成24年度予定 

 ②第一中学校校舎改修工事（耐震補強、特別支援学級教室改修） 

  ・ 校舎管理棟・特別支援教室耐震補強及び改修工事 

 ③大島町立小中学校全校舎空調設備改修工事 

  ・各小中学校校舎普通教室等空調設備設置及び電気設備改修工事 

 ④第二中学校校舎大規模改修工事 

  ・平成25年度校舎大規模改修工事調査設計委託 

  ・平成26年度校舎大規模改修工事（改修工事、電気工事、機械設備 

   工事、給排水工事等） 

 

 



《第5章》 みんなでつくる -活力ある産業づくり- 

 本町の活力となる自然環境と調和した地域産業機能を 

 充実し、町民が生きがいを持って働くことができる環境を 

 維持・向上させながら島という立地性を生かし、Ｕターン 

 ・Ｉターンなどができる環境整備を充実し、農業、漁業にお 

 ける人材を確保し若者が定着する活力ある産業の振興 

 を図ります。農業用水の確保、あるいは、作り育てる漁業 

 を支える生産基盤の整備に努め、自然とともにみんなで 

 つくる活力ある産業づくりを推進します。また、様々な発 

 想による夢や希望のある観光振興の充実を図ります。 



「第１」 農 業 

 現在、本町における農業は、ブバルディアやガーベラなどの施設園芸を 

 主とした花卉栽培を中心にキヌサヤエンドウの栽培などがおこなわれて 

 いますが、就業人口の減少により、生産基盤整備や経営の近代化など 

 農業経営の安定化を図るなど、かなりの努力が必要です。こうした中で 

 農家数、農業就業者数、経営耕地面積は、いずれも減少の一途を辿っ 

 ています。農業振興を図るためには、農業用水の確保などの生産基盤 

 のほか新しい品目の導入や遊休地を利活用したアシタバ等の生産を 

 奨励し、また、供選共販をはじめ企業化、大型化を図るなどこれまでの 

 経営状態の見直しを検討するなど、生産性、収益性の高い近代農業へ 

 の転換を図ります。さらに、大島での新たな特産品を創作し、安心・安全 

 な農産物の育成、強化を目指します。 



○主な計画（抜粋） 

（1）各種農業団体の育成 

 各種農業クラブや研究会などの指導・育成に努め、関係機関と連携し 

 栽培技術などの開発を促進し、生産性の向上を図ります。 

（2）農業後継者の育成 

 農業振興を図るうえで、最も重要な就業者の確保、とりわけ後継者の 

 不足は深刻であり、各種農業団体等と連携をとりながら、魅力ある農業 

 づくりを行い、島外からの新規就農者の受け入れ体制を整え、後継者の 

 育成確保に努めます。 

（3）農業用水の確保 

 現在大島の農業は、施設園芸による花卉栽培が盛んであり、これには 

 多量の農業用水を必要としており、元町、泉津野増地区以外について 

 は、既に確保した農業用水の安定供給を図っています。今後は、老朽化 

 した灌漑施設の更新、既存の灌漑施設の恩恵を受けられない地区の 

 解消に努め、生産性の向上、農業経営の安定化を図ります。 



（4）特産品の増産とブランド化の推進 

 アシタバに代表される特産品の生産拡大と加工品として付加価値を付け 

 た製品及び大島牛乳等のブランド化を推進し地産地消（商）を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第２」 林 業（省略） 

 



「第３」 漁 業 

 近海に好漁場を持つ本島の漁業は、基幹産業として位置づけられていな 

 がら、脆弱な経営や後継者の不足、あるいは天然資源の枯渇などさまざ 

 まな要因で長期停滞状態にあるといえます。漁場の整備や漁港の整備な 

 どの基盤整備を進めながら、栽培漁業センターと連携を強め、つくり育て 

 る漁業への充実を図ります。 

 

 



○主な計画（抜粋） 

（1）漁業後継者の育成 

 若年層の島外流出や他産業への転換により漁業従事者が減少、とりわ 

 け後継者不足の結果を生じたことは、漁業衰退の大きな原因となって 

 います。このため漁業を振興するうえでも後継者対策は重要課題であり、 

 漁業後継者相互の自主的な研究、親睦などの交流活動を促進するととも 

 に、講習会や研修会などの実施を通じて漁業経営に対する意識の向上を 

 図るほか、新規就業者（Ｕ・Ｉ・Ｊターン者）のための受入体制の整備や漁業 

 者の育成を進めるため、関係機関との連携を図ります。 

（2）漁場整備の促進 

 近年海況の変化などにより磯焼けやサメなどの被害により、漁獲量が 

 減少しています。そのため、豊かで活力ある漁業を推進するため、漁礁の 

 設置やつきいそ事業などを行い漁場整備を実施します。また、荒廃した 

 藻場の復活やサメの防除対策を実施するため、関係機関とも連携し事業 

 を実施します。   



○事業計画 

 

 

 

 

 

（3）漁業協同組合の健全化 

 資源の枯渇や魚価の低迷、燃油価格の高騰など漁業を取り巻く環境は 

 非常に厳しいものがあります。そんな中で漁業を活性化させるためには、 

 漁業協同組合の役割は非常に重要であり、健全な組合運営を推進する 

 ため、今後も各組合、東京都など、関係機関との充分な協議を進めます。 

内   容 施 行 場 所 

つきいそ事業 各 地 先 

藻場復活事業 各 地 先 

サメ被害防除事業 各 地 先 



「第４」 観 光 

 引き続き超高速船就航によるアクセスの短縮化の充実を図るとともに、 

 ジェット機就航に努力し、年間を通して来島客に「行ってみたい」「また行 

 きたい」と思われるような島の魅力づくりや短くても暮らすような旅の創 

 出など、新たな資源の開発を進めます。 

 観光と第１次産業との連携を深め特色ある島の産物を安全・安心を観 

 光客に提供することを基本として町づくりに向けた環境整備や世界ジオ 

 パーク登録認定を推進する意味も含めて、三原山や裏砂漠等の自然資 

 源の維持・活用を促進します。また、島民と観光客が気軽に接しられる 

 癒しの場や集いの場の提供を目指し、心の底から誰にでも喜ばれる 

 観光地を時代のニーズにあった形で推進します。 



○主な計画（抜粋） 
（1）港周辺の整備促進 

 観光地大島の海の玄関口である元町港・岡田港周辺の整備を関係機関と 

 連携し促進します。公園、道路、駐車場、ロータリーなど機能性に優れ、快適 

 性に富んだ環境づくりを促進します。また、波浮港周辺の歴史とロマンの町 

 並みを残す「踊子の里」ゾーンの充実を高めるとともに、道路、駐車場などの 

 整備を関係機関と連携し観光客の憩いの場としての充実を図ります。 

 老朽化した、旧港屋旅館の存続について、検討します。 

 

（2）三原山の整備促進及び裏砂漠の保全と有効活用 

 噴火に対する充分な監視体制をとりながら、御神火茶屋展望台、遊歩道、 

 月と砂漠ライン整備を図るとともに、天然観光資源である裏砂漠の保全に 

 努め、有効利用に努めます。 

 

（3）観光協会と観光業者の育成と強化 

 大島の観光の原点は、誠意あるサービス及び家庭的・ふるさとの香るサー 

 ビスの提供にあります。観光業者と協議しながらサービスの向上を図ります。 

 また、大島観光の向上を図るため引き続き観光協会の育成強化に努めます。 

  



（4）観光宣伝の強化 

 インターネットの充実等、あらゆる情報手段を利用して宣伝に努めます。 

（5）観光イベントの推進、開発 

 既存のイベントの推進及び見直し、また観光客誘致のためにジオパークと 

 連携した新たなイベント等の開発を図ります。 

（6）第１次産業との協調、促進 

 地場産業である農漁業、商工業との協調性ある観光施設を促進します。 

 

「第５」 商工業 

 本町における小売業者・飲食業等の商業は、定住人口が消費する安定 

 している面と年間約20万人来島する観光客が消費する不安定な面とを 

 あわせ持つ特殊な条件下の中で、それぞれの事業者が自助努力を重ね 

 ながら、離島という環境の中で共存共栄してきました。近年のＩＴ化に伴う 

 通信販売・ネットショップの普及及び人口減、観光客による島内消費力の 

 大幅な減少に対処するため、今後は社会の動向をよく見極めながら柔軟 

 かつ弾力的な経営基盤の確立を図ります。 



○主な計画（抜粋） 

（1）商工会の育成 

 商工会への助成を継続するとともに、基本的な支援を行い消費者動向 

 の把握や流通経路の調査開拓に努めるなど、経営の安定を図ります。 

 観光、漁業、農業、商工業一体となった計画を引き続き施行することに 

 より、地域経済の活性化を図ります。 

 また、商工会が新規事業として行っているシナジースキーム事業の今後 

 の活動について検討していきます。 

（2）魅力ある商店街づくり 

 各地区の商店会の経営基盤の健全化に努めていますが、通信販売等に 

 よる島外消費も増大しており、消費者ニーズに対応できるよう、魅力ある 

 商店街づくりに努めます。 

（3）地産地消から地産地商へ 

 島内で生産された新鮮な製品を訪れる観光客が気軽に味わったり出来 

 る体制づくりに努めるなど、地産地消（商）の拡大を図ります。 



「第６」 消費者の保護 

 本土から隔離された離島の住民にとって、日常必要品などの消費物価は 

 割高となっています。島しょ貨物運賃補助制度内容の充実を図り、関係 

 機関に要請します。 

 また、近年目立っている詐欺からの消費者保護に努めます。 

○主な計画（抜粋） 

（1）島しょ貨物運賃の補助制度の充実 

 本土との格差是正のため、制度の継続、補助率の引上げ、対象品目の 

 拡大について関係機関に要請します。 

 



《第6章》 まちづくり推進のために 

 民主的な町政を推進するために住民の意向を充分 

 把握するとともに、行政の実態を常に周知して、理解 

 と協力を求めます。 

 
「第１」 住民参加 

 多様化する行政の対応に住民の創造と知恵を導入します。このため住民 

 自らが学び、知り、会得して自己を高め、町政への積極的な参加ができる 

 よう、いつでもどこでも幅広い学習活動の機会や場が得られるような環境 

 づくりをすすめます。 

 



○主な計画（抜粋） 
（1）住民意見交換会の開催 

 多様化する行政の対応に住民の意見、意向を町政に反映させるため、 

 住民懇談会等、意見交換の場を積極的に開きます。 

 

「第２」 行 政 

 多種多様化する住民ニーズに敏速にかつ的確に対応できるよう、即応性、 

 効率性に富んだ行政の組織づくり及びスリム化を図り、俗に言われる縦 

 割り行政の弊害を極力無いように改善し、住民サービスの向上に努めます。 

○主な計画（抜粋） 
（1）職員の質の向上 

 職員の研修等への参加を推奨し、自己啓発及び意識改革への取組を 

 評価しながら、総体的に職員の資質を底上げし、まちづくりをリードして 

 行かなければならない町職員として相応しい者を育て、住民サービスの 

 充実を図ります。 

 

  

 



（2）広報、広聴活動の充実 

 住民に解りやすくきめ細かい広報、広聴活動の充実を図ります。 

（3）ホームページ等の活用 

 現在の公式ホームページの内容の充実を図るため、大幅な改善を実施 

 する方向で協議・検討を総務課および町長室を中心に行います。 

（4）職員定数の削減 

 近年の社会情勢を考えると、行政改革は避けては通れない道ですので、 

 行政組織の見直しなどを進め、人員の削減をしつつ行政運営の効率化を 

 図ります。具体的には、平成23年4月1日の職員数を上限と定め、平成 

 28年4月1日に総職員数を10人削減し、普通会計ベースでの職員数を 

 165人とします。また、実務者レベルを中心とした組織検討委員会等を 

 立ち上げ、平成24年度までに組織再編成案を策定し、平成25年度に 

 実施します。 



（5）管理的事務経費の削減 

 旅費、需用費、委託料及び備品購入費といった内部的管理経費である 

 経常的物件費については、サービス水準を維持しつつ、さらなる効率化 

 を図るとともに、慣例化した事務の進め方についても職員一人ひとりが 

 コスト意識を持ち、創意工夫により経費縮減に努めます。さらに全般的 

 事項として行政効果、費用対効果を勘案のうえ、事業効果の乏しいもの 

 は思い切って廃止するなど、多方面から事務事業を見直し、行政の 

 スリム化・合理化を徹底的に推進します。平成27年度までの目標として、 

 管理的事務経費を10％削減します。 



「第３」 財 政 

 国の三位一体改革の影響等で激減した普通交付税、長引く景気低迷の 

 影響による町税等の減少など町を取り巻く財政環境は、依然として非常 

 に厳しいものになっています。また、平成23年3月11日に発生した「東日 

 本大震災復興事業」は長期化すると見込まれ、これが町財政にどの程度 

 の影響を及ぼすか、先行きは不透明です。このような状況下のもと、本基 

 本計画を達成するためには、財政改革を推進することが必須な条件とな 

 ります。 

 平成19年度に「財政健全化5カ年戦略プラン」<依存体質からの脱却を 

 図り、自発的発展の促進に向けての施策の展開に取組む>を策定し、 

 一定の成果は得たところですが、新地方公会計、地方分権及び自治体 

 財政健全化法等、行財政の仕組みも大きく変化していますので、財政健 

 全化に向けた新たな財政目標を掲げます。 



○主な計画（抜粋） 

 財政健全化に向けて、次の数値目標等を掲げます。 

（1）赤字財政団体への転落を回避するとともに財政の収支均衡を図ります。 

（2）経常収支比率を80％以下とします。 

（3）地方債現在高は平成23年度末の水準を維持します。 

  （普通交付税と一体化した臨時財政対策債等は除く。） 

（4）財政調整基金、減債基金現在高を合わせて10億円確保します。 

（5）将来負担比率を100％以下とします。 

（6）実質公債費比率を15％以下とします。 

（7）町税の徴収率を91％以上とします。 

（8）行政需要に柔軟に対応するため、基金の統廃合・改正を図ります。 

（9）国民健康保険事業会計の健全化・安定化を図ります。 

 

                        作成：平成23年11月28日 

                        大島町 町長室振興企画係  


	「住民懇談会」にあたって（町長挨拶より）
	大島町基本構想 「後期基本計画」策定にむけた住民懇談会
	住民懇談会 次第
	基本構想　第１章・第２章
	基本構想　第３章～第５章
	基本構想　第６章
	基本構想　第６章１・２
	基本構想　第６章３～５
	基本構想　第６章６
	後期基本計画（第一次案）　 ダイジェスト版表紙
	第１章　自然とともに　－町の基盤づくり －
	第２章　安全・安心でここちよい　－地域環境づくり－
	第３章　人にやさしい　－福祉の充実、健康づくり－
	第４章　自分らしく　－教育・文化の向上とふるさとづくり－
	第５章　みんなでつくる　－活力ある産業づくり －
	第６章　まちづくり推進のために
	
	後期基本計画�（第1次案）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52




