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 「第 2 期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に関するパブリックコメントに対する町の考えをお答えします。 

 

NO  素案に対する意見（要旨） 回答 

1 総 合 戦 略 に

掲 げ る 取 組

み と SDGs

の関係 

SDGs との関連の中で、施策を定めていますが、エネルギーや海洋・陸上資源との関連が薄い

ところが気になりました。特に小値賀島の現状は、小値賀島特有の陸上資源であった松が枯れ

てしまい、今後 20 年の暮らしや産業に大きな影響を及ぼすことが想定されます。個人的には

最も優先度の高い問題ではないかと思います。 

小値賀島に 4 年間住んでみて感じたことは、島の持っている自然資本（資源）に対する町民の

意識が低いということです。海岸清掃で当たり前のようにプラスチックをその場で燃やした

り、個人レベルではタバコのポイ捨てしたり。移住者としては、あまり気持ちの良いものでは

ありません。そして、そういう島にはおそらく人は来なくなると思います。 

これから島の自然資本をどのように使いながら、産業や暮らしを継続していくかというビジ

ョンこそ必要だと思っています。 

今回の総合戦略は主に人口減少対策

に特化した計画としています。 

エネルギーや海洋・陸上資源などの自

然資本に対する取組みについては、令

和 3 年度から取り組んでいく第 5 次

小値賀町総合計画策定の際、協議いた

します。 

2 「SDGs」①貧困をなくそう！について、貧困からの脱出は正規雇用で上場企業のような安定

した「企業誘致」が必須。生活困窮者の自立支援の中間的就労の取組みについてはどうか。 

令和 3 年度に企業誘致の計画を立て

ていきますので、参考にさせていただ

きます。 

3 「SDGs」②飢餓をゼロに！について、完全無農薬・科学肥料無使用以外安全な農業はできな

い。⇒「自然農」への転換による農業をしてはどうか。 

直接人口減少問題とは関係しません

が、令和 3 年度からの第 5 次小値賀

町総合計画策定の際、協議いたしま

す。 

4 「SDGs」③保健 すべての人に健康と福祉を！について、高齢者の多いことを武器に他の地

域に先がけ先駆的福祉サービス向上を図ることで、利益の出る事業として発展させる。 

直接人口減少問題とは関係しません

が、令和 3 年度からの第 5 次小値賀

町総合計画策定の際、協議いたしま

す。 
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5 「SDGs」④教育 質の高い教育をみんなに！について、全国からここに留学、特に貧困家庭

の子どもは経済的理由によって公正な教育が受けられない現状がある。そういう子ども達に

お金のかからない高い水準の教育が受けられるのでは。 

本年度から離島留学を進めていくに

あたっての参考とさせていただきま

す。 

6 「SDGs」⑤ジェンダー 平等を実現しよう！について社会に貢献できる能力があれば、だれ

でも社会参画できる環境づくり。女性の特性優れた直感力や人に対してしなやかに対応でき

る。そして男性の特性の力強さ、決断力。男女の特性を生かした社会になればと願う。 

今後策定していく第 5 次小値賀町総

合計画策定の際、協議いたします。 

7 「SDGs」⑥水・衛星 安全な水とトイレを世界中に！について、人口の推移にしなやかに対

処できる水がめづくり。現在は野崎島にある水がめ（ダム）より供給している。ほとんどが雨

水であり次亜塩素（カルキ）によっての滅菌ができ、各戸の蛇口に浄水器を設置することで旨

い水となる。すべての世帯の水洗化推進。 

今後策定していく第 5 次小値賀町総

合計画策定の際、協議いたします。 

8 「SDGs」⑦エネルギーをみんなにそしてクリーンに！について、現在小値賀町では煮炊きに

プロパンガスを使っている家庭がほとんど、ガスの値段は離島で海上移送になるため高値に

なると業者はいうが、福岡（都市ガス）の 2 倍以上の高値は常識を逸脱しているため是正を願

いたい。又高齢者の多いこの町は、ガスより安全・安心でクリーンな電化を推進すべきである。 

今後策定していく第 5 次小値賀町総

合計画策定の際、協議いたします。 

9 「SDGs」⑧経済成⾧と雇用 働きがいも経済成⾧も！について、この町の基幹産業だけでは

残念ながら全ての人々の完全かつ生産的雇用にはつながらない。それを達成しうる対策は優

良な企業誘致の実現以外考えられない。若者のこの町の流出を防ぐためも是非推進をお願い

したい。 

令和 3 年度に企業誘致の計画を立て

ていきますので、参考にさせていただ

きます。 

10 「SDGs」⑩不平等 人や国の不平等を無くそう！について、年齢制限のある雇用募集は不平

等。まず面接し、個々の能力を正当に評価すべき。当町では是非この方法で高齢者にも雇用の

チャンスを与えて欲しい。 

町内各事業所においても人材不足が

懸念されておりますので、参考にさせ

ていただきます。 

11 「SDGs」⑪持続可能な都市 住み続けられるまちづくり！について、小値賀町は高齢者が多

く、災害時の避難、ひとりの犠牲者がでないためには、予め全町民の高齢者の把握と個別に専

門家による避難計画を立て、専門家、自治体、自治会の連携が必要。特に直接関わる自治会の

災害対策における”地域力”につきま

しては、現在策定中の「小値賀町国土

強靭化計画」の中で、具体的に記載い
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“地域力”は必須である。 たしております。 

12 「SDGs」⑫持続可能な消費と生産 つくる責任・つかう責任！について、基幹産業の持続可

能な生産消費形態を確保する必要があるのでは 

今後策定していく第 5 次小値賀町総

合計画策定の際、協議いたします。 

13 「SDGs」⑭海洋資源 海の豊かさを守ろう！について、獲る漁業から、育てる漁業へのシフ

トが出来ていないのが現状。今のスキルではあらゆる魚種の養殖が可能。しかも管理しやすい

陸地での養殖も可能となっている。一方お金にならない雑魚をどのように付加価値をつける

かが課題。保全にもつながるので対策を講じる必要がある。 

持続可能な漁業の構築を目指し、本計

画内においても、漁業所得向上に繋が

る取組みについて計画しています。 

14 「SDGs」⑮陸上資源 陸の豊かさを守ろう！について、現在の農業の在り方を改め、自然農

にシフトを転換しては。自然の全ての生態系と共存、共栄できる持続可能な農業へ移行する。 

今後策定していく第 5 次小値賀町総

合計画策定の際、協議いたします。 

15 「SDGs」⑯平和と公正を全ての人に！については、平和のメッセージが届くよう、小値賀町

も子供達に平和教育を通し世界へ発信する人材を期待する。 

今後策定していく第 5 次小値賀町総

合計画策定の際、協議いたします。 

16 「SDGs」⑰実施手段 パートナーシップで目標を達成しよう！について持続可能な開発のた

めの実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップ（世界的共有）を活性化するとあるが、

各地の実例を共有のものとして利用し、小値賀町も実績をあげる努力をお願いしたい。 

今後策定していく第 5 次小値賀町総

合計画策定の際、協議いたします。 

17 新たな SDGs について、 

1） 無人島にならない唯一の方法として、「陸続きの交通インフラ」の構築以外ない。現在離

島新法によりいろんな待遇を授かってきた。この島が人口減少により無人島に成れば“国

境の島“の国防はどのようになるのか。有人島であればこそ敵国も手は出せない。 

2） 年金だけに頼る生活から脱却。高齢者も技術や豊富な経験で社会貢献し、もう一度生涯や

りがいを見出して欲しい。すべての人が幸福に平和に暮らせる小値賀町であってほしい。

生涯現役を貫ける町を望む。 

3） いつまでもこの町に住みつづけられる高齢者の支援がしやすいまちづくりのためには「コ

ンパクトシティ」の構築が必要。現在の診療所建設予定地に隣接するところにケアハウス

を。階下にはショッピングがあり、医療・福祉・商業の三側面に於いて高齢者をサポート

コンパクトシティの構築を含め、今後

策定していく第 5 次小値賀町総合計

画策定の際、協議いたします。 
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し、住み続けられる持続可能な施設づくりを。 

 

 

No  素案に対する意見（要旨） 回答 

18 第 1 期総合

戦 略 の 課 題

か ら 見 た 方

向性 

バックキャスティングの考え方により、積極的に取り組むとありますが、その目標増（20 年

後のあるべき姿）がこの計画では見えませんでした。小値賀町は 20 年後どうありたいのでし

ょうか？それが定まらないと、場当たり的に予算が確保され、費用対効果の低い事業が生まれ

てしまう可能性が高まると思います。 

本総合戦略については、全体的な方向

性を示させていただいておりますの

で、今後、バックキャスティングを活

用した具体的な施策展開の中で、費用

対効果の高い取り組みにつなげてい

きたいと思います。 

19 「加えて、今後急速な進展が期待される Society5.0 の実現に向けて AI・IoT 等の新技術を積

極的に取り込み、本町産業の振興や人口減少下における地域課題の解決に活用する取組みや、

自治体 DX の推進など新たな視点も取り入れていきます。」とありますが RPA の導入を進め

るなどして、役場の働き方改革を進めることも優先的に重要と思いますがどうでしょうか。 

RPA と AI 等を組み合わせることで、

現在の働き方が一気に変わるといわ

れています。県内でも自治体 DX の動

きが進んできておりますので、連携し

て検討していきたいと思います。 

20 「この、SDGs の「持続可能で、誰一人取り残さない」社会の実現という理念は、本町の施策

を進めていく上でも重要な観点であり、第 2 期総合戦略においても、さらにこの SDGs への

意識を高め、環境、教育、経済、まちづくりなどの幅広い分野において、SDGs の理念を踏ま

えながら各取組みを推進し、町民が安心して暮らせるような、持続可能なまちづくりと地域活

性化を実現していくとともに、本町及び国内外の SDGs の達成に貢献していく必要がありま

す。」とありますが、後段の該当表をみると施策が無いゴールもあり、むしろその施策が無い

というゴールを放置してよいのかというところが SDGs を積極的に用いる点ではないかと思

いますがどうでしょうか。 

SDGs の理念でもある「持続可能な」という文言の解釈を小値賀として独自にじっくりすべき

SDGs は関心があっても何をして良

いかが分からないといわれているな

かで、まずは町民の方に関心をもって

もらうことが必要であると考えいま

す。今回の総合戦略は人口減少に特化

した計画であるため、該当表にないゴ

ールもありますが、令和 3 年度から

策定していく第 5 次総合計画の中で

は、全てのゴールに該当するような施
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だと思います。単に人口だけではなく、SDGs でも貧困といった質的な問題も扱っているの

で、そのあたりも十分に加味すべきでは無いでしょうか。 

策を、町民皆さんと一緒に考えていき

ます。 

21 本町には環境基本計画や環境条例が無いために、その状況で SDGs に飛びつくのは、庁内体

制としても、環境部局でもなく企画部局になってしまいますが、それでよいのでしょうか。

SDGs はむしろ全課が対応すべきものであり、ISO14000 のように、SDGs 推進本部を作成し

ないと、言うだけでおわらないでしょうか。「気候変動対策」や「地球環境問題」への対応も

本町では遅れており、“流行の”SDGs が浮いてしまわないか、逆に心配です。 

SDGs については、庁内全ての部署が

関連するものだと思いますので、部局

横断的な対応を考えていきたいと思

います。 

 

No  素案に対する意見（要旨） 回答 

22 委 員 の 構 成

について 

委員の構成について、もっと多様性を感じるメンバーにできないでしょうか。各団体の⾧のみ

ならず、プラス 1 人若いスタッフを連れてくる（一緒に参加）など、または各世代から男女 1

名（以上）ずつ参加など。 

今までのやり方を変えることは、とても大変なことだと思いますが、この総合戦略は、この島

に関わる全員にとって大事なことがらであると思いますので、もっと多様性を感じる委員構

成をまずは目指していただきたいです。 

それだけでも小値賀の魅力度が増すような気がします。 

若い人や女性など主体となる人の参

画については、今後進めていくべき課

題であると認識しています。第 3 期

総合戦略策定において構成を含めて

再度検討させていただきます。 

23 様々な事業があげられていますが、各事業を推進するうえで、下記の例のようなスキームで民

間をフル活用して欲しいと思います。 

・基本方針と課題を町と民間が共有した上で、民間事業者が主体となって具体的な事業内容を

検討する。 

・民間事業者はその事業ごとに町内の関係者を含めたワーキンググループを組織する。 

・検討に係る費用は町からの民間事業者へ支給する。 

これは新たな雇用の創出につながると考えられますし、公募の際に要件として「小値賀町に事

業所を置く事業者や団体」等を加えておき、今後そのような民間委託の案件が増えてくれば、

役場のマンパワー不足により、ここ数

年民間に委託できるところは、民間に

という方向性にシフトしてきていま

す。 

企画関係については、町内に業者が不

在でしたが、今後サテライトオフィス

等の利用企業を誘致していく上で、コ

ンサル系の企業誘致を検討いたしま
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地域づくり系のコンサル会社等のサテライトオフィスが設置されるかもしれません。役場職

員は詳細な調査や検討・調整などの雑務から開放され、事業者から提出された検討書を確認し

方向修正と意思決定するだけで良くなるため、働き方改革につながると思いますので、是非ご

検討ください。 

ただし、何でもかんでも民間委託となると、役場職員の考える力が乏しくなってしまう懸念さ

れますので、役場職員にしかできない行政サービスの提供や政策立案などの業務と、民間に委

託できる業務の明確な線引きをしつかりしておくことが重要と考えます。 

しばらくは町発信で事業を公募することになると思いますが、慣れてくると民間から町内の

課題に対する具体的で実現可能な提案が自然と上がってくるようになるかもしれません。 

民間事業者は、まだ小値賀に存在しない新しい企業かもしれませんし、担い手公社や商工会、

社協、農協 

・漁協などの既存の団体や、事業規模によっては高校生や転出した大学生でもいいかもしれま

せん。 

環境系だけでなく、観光、住宅や教育系なども民間委託できる部分はあると思います。総合戦

略の目標達成に向けて官民協働で進めていけたらと思いますので、是非ご検討いただけたら

と思います。 

す。 

 

No  素案に対する意見（要旨） 回答 

24 全 体 に 関 す

る意見 

パブリックコメントについて、登録制にしてダイジェスト版を提供できるようになりません

か。ロビーで立ち読みだと散読となり、コメントの意図が掴めないままコメントしてしまうこ

とになります。 

今後パブリックコメントを実施する

際、資料が膨大な場合はダイジェスト

版の作成を検討いたします。 

 


