
パブリック・コメントの概要 

 

１．募集期間 平成２７年１０月１５日（木）～平成２７年１１月４日（金） 

 

２．意見提出者 ４人 

 

３．主な意見の内容 

（１）周防大島町人口ビジョンについて 

事 項 及 び 概 要 件 数 

・人口の目標設定、出生率の解説目標の設定のしかたについて、分かりやすい記述方法 など １６件 

 

（２）周防大島町まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

事 項 及 び 概 要 件 数 

計画の構成について ２件 

人口の将来展望について ２件 

安定した雇用の創出について １件 

新しい人の流をつくる ３件 

観光産業の育成 ３件 

文言の修正 ２件 

次代を担う世代への教育の充実 １件 

暮らしやすいまちづくりの推進 １件 

その他 ３件 

計 １８件 



 

「周防大島町人口ビジョン」（案）及び「周防大島町まち・ひと・しごと総合戦略」（案）に対する 

意見の概要及び町の考え方（案） 

 

１．「周防大島町人口ビジョン」（案）について 

 

番号 意見の要旨 町の考え方 

１ タイトルについて人口ビジョンとあるが、「現状と

将来の展望」のほうが分かりやすくないか。 

国が示した統一名称として「人口ビジョン」で統一させてい

ただきます。 

２ グラフ標記が昭和５５年度からなので、人口減少

の記述の起点は昭和５５年度とすべき。 

昭和５５年度に実施された国勢調査の資料から人口減少をグ

ラフで示しており、他のデータでは、自然動態の推移等につい

て、基準年が異なっていたため、昭和６０年としていましたが、

ご意見のとおり人口減少については昭和５５年からの表示とな

っておりますので、修正します。 

３ 人口減少に歯止めをかけることと、人口減少に対

応したまちづくり、この二つは矛盾していないか。

日本全体が減少していくことは間違いないため、人

口減少に対応したまちづくりに重点を置く必要があ

るのではないか。 

人口減少に歯止めをかける積極戦略と、人口減少に対応した

まちづくりを行う調整戦略の記述が連記されていることで内容

的に矛盾した取り組みに取れるのではという、ご意見と思いま

す。 

人口ビジョンの人口推計グラフでお示ししたとおり、人口減

少が急速に進展することを、より緩やかにするための積極的な

戦略を立てる必要がありますが、ご意見のとおり、高齢化の進

んだ周防大島町にとって、人口減少は避けられないことも事実

であります。 



このビジョンでは、人口減少幅を小さくするための目指すべ

き将来の方向を設定するため二つのことを連記しました。 

４ 周防大島町という書き出しがあったり、本町とい

う書き出しがあったり、統一すべき。 

本町という書き出しに統一します。 

５ アンケート調査で町外からの移住してきた者の感

想が、入っていない。今後の施策に移住者の感想が

必要ではないか。 

住民を対象にアンケートを実施し、無作為抽出、無記名で実

施しましたので、他の市町からの転入者を対象としたアンケー

トとなっておらず、感想が取れていません。 

６ 若者の対策として、役場職員の採用に関して地元

優先枠をもうけ、採用の条件に町内居住を付すべき

ではないか。 

採用にあたり、公平な条件のもとで採用試験を実施するため、

居住条件を付すことはできません。 

７ 第４章が、人口の将来展望としながらも仮定を根

拠にしたものであるので見出しもそれなりの表現に

すべきではないか。 

人口ビジョンの策定においては、人口減少の幅を少しでも少

なくするための各種施策を展開することを前提とした推計であ

ることは、ご意見のとおりです。 

しかしながら、高齢者数から容易に推計できる人口減少を町

民がともに手を携え、まちづくりとして取り組んでいきたいと

いう思いを加えた表現として、展望とさせていただきました。 

８ 数字の羅列で希望的観測にしか見えない。出生率

の改善と転入転出の改善とあるが具体策は如何。 

ご意見のとおり、人口ビジョンにおいては、いかにして人口

減少カーブを緩やかにするかについての取り組みの指標となる

人口推計をお示しています。 

如何にして出生率を上げるのか。 

また、転入転出の差である純移動率の改善に具体策をどうする

のかについては、周防大島町まち・ひと・しごと総合戦略の中

で方向性を記述させていただいております。 



９ 人口の移動について、ただ単に移動の状況を示す

だけでなく、移動理由の解析が必要ではないか。 

過去の人口移動データについて、国勢調査の結果により、お

示ししましたので転出者の状況についての解析ができておら

ず、結果のみの表示となりました。 

ご意見のとおり、定住促進を図るうえで、移動理由の解析を

行い、具体的な施策の検討を行うため、平成２７年４月から転

出入者へのアンケート調査をお願いしておりますが、協力の範

囲で記入いただいているため、データ数が少ない状況となって

います。 

10 複合サービス事業とはどういった業種なのか説明

が不十分ではないか。 

ご意見のとおり、標準産業分類表での分類となっており、具

体的な事業が分かりにくい表記となっていましたので、郵便局、

協同組合などの複合サービス事業と表記します。 

11 年齢階級別産業人口の状況の記述部分で複合サー

ビス事業が省略されている理由について、なぜでし

ょうか。 

Ｑ欄の郵便局、協同組合などの複合サービス事業が欠落して

いましたので、追記します。 

12 通勤・通学者を別々に分類の上、解析しなければ

対策の立てようがないと思います。また、通勤につ

いてはどのような職種で流入、流出が起きているの

かが分かれば周防大島の現状が見えてきて、対策も

考えられるのではないでしょうか。 

平成２２年に実施された国勢調査からデータ表記しましたの

で、通勤、通学者の移動目的がどのような職種に属しているか、

どこの学校に通っているかまでの個別分類ができておらず、近

隣の市町間での移動分類での表記となってしまいました。 

13 アンケートの回答者の年齢別の数値が必要ではな

いか。どのような年齢層の意見が反映されているか

が分かりません。高齢者ばかりの回答では、前向き

な意見でないような気がします。 

調査対象者は周防大島町内に在住する１８歳以上の町民２０

００人で回収数が１０００件としていますが、その内訳を示し

ていないので、サンプリングできた部分の年齢階層分類を示せ

るようにします。 



14 各機関の利用に不便を感じているかの項目におい

て、「医療機関の利用に」ついては、「多少の不便・

不満は感じているが、困るほどではない」、「不便不

満を感じていない」を合わせた、不便を感じている

という記述は、不便さを前面に出しているような気

がします。 

ご意見のとおり、「「多少の不便・不満は感じているが、困る

ほどではない」、「不便不満を感じていない」を合わせた、不便

を感じている割合が６９．３％となっています。という記述が

誤表記ですので、「多少の不便・不満は感じているが、困るほど

ではない」、「不便不満を感じていない」を合わせた、不便を感

じていない割合が７７．３％となっています。 

同様に「②日常の買い物」についても７８．９％が、「多少の

不便・不満は感じているが、困るほどではない」、「不便不満を

感じていない」状況となっていますに修正します。 

 

15 生活するうえで、現在の困りごと・不安なことと

１０年後の困りごと・不安なことの回答の中で、救

急医療機関が遠く、搬送に時間がかかるという部分

のグラフ表記について、現実的な数値は救急車の現

場到着所要時間が７分３１秒、救急医療機関への収

容時間が４０分０８秒で、全国平均の現場到着８．

５分、収容時間が３９．３分ということから、住民

が思うほど時間がかかっているとは思いません。 

具体的な数字でお示し、いただきました。数字で見れば全国

平均の所要時間よりは早く救急医療機関への搬送が可能な状況

であることが住民意識の中で町域が広いことで、遅く感じてい

るということでしょう。このグラフ表記は、住民がイメージ的

に抱いている感想の表れであり、今後の住民への情報の周知に

は、ご意見のとおり正確な情報を可能な限りお示ししたいと考

えますが、この回答では住民の感じていることとしてこのまま

載させていただきます。 

16 周防大島町からの転居についての解説の記述の中

で転居したいと考えたきっかけは、「進学」や「就学」

が多かったものの転居先には交通や買い物の利便性

を求める割合が多くなっています。買い物や病院等

の利用について不便を感じている割りあいが高かっ

周防大島町からの転居についての記述について、「就学」は「就

職」の誤表記です。 

また、転居先には交通や買い物の利便性を求める割合が多く

なっています。買い物や病院等の利用について不便を感じてい

る割合が高かったことからも、これらの利便性が転居に影響し



たことからも、これらの利便性が転居に影響してい

るものと結論づけていますが、転居するきっかけと

転居する際に重視する環境は、切り離して考えるべ

きではないでしょうか。 

きっかけは就職や進学。大島には仕事が無い。子育

てや子どもの進学や教育を考えて職場は大島でも転

居する例は、多く見られます。また、重視する環境

はどのような環境で住みたいかという設問だと思わ

れます。アンケート結果を見ると一般的に住むため

に望ましい環境が上位を占めます。解説では、利便

性が転居に影響し、意図的に不便さから転居してい

る印象を与えていませんか。 

住民は、便利な方がいいに決まっています。 

住民のニーズには、本当にほしいものと住民のわが

ままで入っているものの二通りがあると思います。

ここでは本当に困っている理由を明らかにし、対策

を立てるべきです。 

ているものと考えられます。という記述はアンケート回答に無

いものですので削除します。 

 

 

 

 

 

 



 

２．「周防大島町まち・ひと・しごと総合戦略」（案）について 

【計画全体に関して 】 

番号 意見の要旨 町の考え方 

１ 総合戦略の名称変更 人口ビジョンの名称の変更に対するご意見と同様の回答になり

ますが、国が示した統一名称として「総合戦略」で統一させて

いただきます。 

２ 計画全体の構成として、政策を示したうえで、基

本的な施策を示し、具体策を記述すべきではないか。 

第１章で本戦略に対する、基本的な考え方、第２章で施策の

方向、第３章政策の基本目標、第４章具体的な施策の展開とし

ております。 

３ 将来人口推計の記述のなかで「社人研」という表

記は一般的に分かり難いのではないか。「社会保障人

口問題研究所」とすべきではないか。 

ご意見のとおり。 

４ 合計特殊出生率が目標としてでていますが、この

総合戦略の中での説明がほとんどありません。住民

はこれの意味すら知らない人が沢山います。柱の一

つですので、もう少し丁寧な説明が必要かと思いま

す。 

 

ご意見のとおり、合計特殊出生率や純移動率についての解説

が無く、分かりにくい表現となっていますので、合計特殊出生

率及び純移動率について分かりやすく記述したいと考えます。 

５ 人口の減少に伴い、地域コミュニティの維持が困

難とされているが、本町においてもコンパクトなま

ちづくりの考え方を取り入れ、将来的にはある地域

に集約するような誘導施策が必要ではないか、住宅

島の元気創出の部分でより具体的に表現すべきという趣旨の

ご意見と思います。 

総合戦略が平成２７年から平成３１年度までの５年間の比較

的短期の取り組むべき目標を記述するため、具体的施策として



用地の提供についてもその考え方を踏まえる必要が

あろう。 

表現することは困難ですので、国や県の進める施策の導入とし

ました。 

 

【施策の内容等に関するもの 】 

番号 意見の要旨 町の考え方 

１ 原点回帰について、自然と共に生きるという原点に

還る。海外の日系人に対しても、ルーツ（原点）に

触れる機会をつくる施策があっても良いのではない

か。 

子どもを対象とした郷土教育に力を入れ、進学などで一度周

防大島町を離れた人のＵターンを促します。また、海外への移

民の歴史を整理・活用した観光インバウンドへの取り組みを行

い、交流人口 100万人を達成すべく、体験型修学旅行の受け入

れや、国際交流等を進めていきます。 

２ 心の古里について、漁業や農業を営み、自然と共に

生きるスローライフや日系人、帰国子女の方々との

交流。 

小、中、高等学校の修学旅行の取り組みにとどまることなく、

大人の修学旅行としてこれまでにない分野の体験型観光への取

り組みなど、新たな観光事業の取り組みを進めていきます。 

３ 子育てをしたくなる島について、豊かな自然と国際

交流が身近にあり、星空と音楽の組み合わせによる

アートヒーリングによるリラクゼーションの提供を

行うことで、妊産婦さんや子どもの能力開発の実施。

合宿滞在交流、フリースクール、スクーリングの誘

致を行ってはいかがか。 

子育てしやすい町をめざし、医療費の無料化の対象年齢拡大

や保育料の減免等を進めていくとともに、ふれあいの機会づく

りとして、地域の特色を生かした様々な文化、スポーツ体験活

動を通じて故郷に愛着と誇りを育み豊かな人間性や社会性が育

まれる取り組みを行います。ご意見のような滞在型の交流の取

り組みは、通過型観光とは違う新たな可能性もあると考えます。 

４ 四境の役だけでなく、もう少し先を見据えた歴史の

発掘を行ってはどうか。 

町では、日本の近代化につながった四境の役１５０周年およ

びそれに続く、明治維新１５０周年記念事業への取り組みを山

口県とも連携して行っております。 

また、本計画が５年間の計画ということでもありますので、



このままとさせていただきますが、いただいたご意見は、今後

の観光施策の取り組みの参考とさせていただきます。 

５ 日本版 CCRCについてですが、確かに今日本で注

目されています。 

 都会の高齢者に対するサービス提供施設が足りな

い、だから地方に分散させ地方も就職などのメリッ

トもありいいでしょう、というものだと思っていま

す。確かに地方のメリットはあるでしょう。ですが

現在の大島の人口の流入出を考えると、たとえ施設

ができたとしても、そこで働く人が大島で生活する

メリットはないわけで、町外から働きに来て町外へ

帰っていくパターンになる可能性も高いです。 

 従業員は交通費が出ますので、多少遠くても通う

と思われます。現状の介護施設を見ても町外の職員

は沢山います。子供が親を見る義務を放棄し、ビジ

ネスに乗せようと思うのは納得しかねるところで

す。また遠い将来、都会でも高齢者も減ってきて介

護需要も減ると考えられます。（当然都会の会社が囲

い込みますから田舎には来なくなるでしょう） 

まずは大島の子供たちが島に定住できる環境、施策

をしっかりやる。それが軌道に乗ってから CCRCも

考えましょう的なスタンスでないと。 

また移住促進も大切でしょうが、元々島の子供たち

国が進める日本版ＣＣＲＣ構想では、大規模な都市圏から高

齢者が、自らのライフスタイルや希望に応じて地方に移り住み、

健康なうちは行動的で活力に満ちた生活を送り、医療や介護が

必要な時には継続的なケアを受けることができるような地域づ

くりを目指すものです。 

国が示す構想の意義は、高齢者の希望の実現、地方へのひと

の流れの推進、大都市圏の高齢者の受け皿としての対応、の３

つの点があげられると考えます。 

現実的には、周防大島町に高齢者を多数受け入れられる施設

は無い現状において、医療や介護が必要な方々を受け入れする

ことはできないと考えていますが、いなか暮らし、自然派志向

の高齢者に、まずは都会に住所を置きながら、１年の半分は周

防大島で暮らすという２拠点間生活での受け入れ方もあるので

はないかと考えます。このための住宅の確保として、町が取り

組んでいる空家を活用することで、周防大島町版のＣＣＲＣを

目指すことも可ではないでしょうか。 

そのことにより人の流れは、高齢者だけでなく、医療・介護

に従事する方々の職の維持や創造に寄与でき、若年層の呼び込

みにもつながるのではないかとも考えます。 

 



には、移住者よりももっと手厚くしてあげないとい

けないと思っています。移住者の方がいい条件など

あり得ません。もっともっと地元の人を優遇する施

策を考えるべきです。アンケートから子供が増やせ

ない理由のトップはお金がかかるからです。であれ

ば少しでも子育ての負担軽減のために、島で家を建

てれば固定資産税を子供が成人するまでは減額する

とか考えてもいいのではないでしょうか？一家が大

島に住んでもらえればそれ以上のメリットはあるは

ずです。 

 また、色々やっても仕事が島の中で急に増えるわ

けでもありません。 

 計画にもありますが、島から働きに行ける、そう

すればこんなメリットがある。 

 これを優先的に対策すべきです。そうすれば柳井

などへの転出はある程度防げるのではないでしょう

か？そのポイントになるものの一つは教育、それも

学力的（進学につながる）なもの。計画にも英語教

育とか色々書いてはありますがやはり、学力は外せ

ないと思います。多分親も言葉には出さなくても感

じているはずです。 

 

６ 今大島に住んでいる若者たちが周防大島に住ん  ご意見のとおり、環境の良い周防大島町を居住の場として、



で、島外へ働きに行くという選択肢があってもいい

と思います。 

町外へ就労の場を求める。 

この考え方に沿った施策として、町は子育て支援施策の充実

を図り、子育てしやすい環境を整える。また、周防大島町内か

ら町外へ通勤可能なエリアに、若い世代が自分の住宅を構える

ための住宅用地の整備を行う。 

定住を目的とした複合的な施策によって、他の市町から周防

大島に住んでいただける魅力ある取り組みを行いたいと考えて

います。 

７ 子育てのために転出する、就学のために転出する。 

教育は列記されていることも大変大切だと思います

が、やはり学力をどうにかしないと誰も島に残りま

せん。ICT の活用など時代の流れですが、それがな

くても学力は伸ばせます。いいことばかり書かずに

学力向上も加えてはいかがでしょうか？ 

 

 教育の目的は学力の向上であり、周防大島高等学校や大島商

船高等専門学校においても確かな学力の向上を目指し、進学の

希望に応えられる教育への取り組みを行っています。中学校か

らの高校や高等専門学校進学に際して、学力向上が図れる取り

組みが行えるように、町も学校も生徒が目標をもって意欲的な

学習ができる環境づくりと支援を行います。 

８ 「公用の場を創出する」とあるが役場の職員採用

を若者の雇用創出として地元採用優先枠を設けて雇

用対策の一つとして実施されたい。 

「公用」は「雇用」の誤表記です。 

役場の職員採用に際して地元採用枠を設けることは、地域に

雇用を創ることに繋がりますが、役場職員の採用に際して、公

平な条件のもとで採用試験を実施するため、居住条件を付すこ

とはできません。 

９ 海の駅ですが、作るのであれば中途半端な設備は

無駄だと思います。コストが 

かかるなら作らなくていいのでは。海の駅を利用す

ご意見のとおり、交流人口の増加を図る可能性のある取組と

して、新規に計画すものとして、リピーターが望めるものでな

ければならないと考えます。 



る人＝ボート、ヨットを持っている人ですので、富

裕層が多いのは間違いありません。その方たちをリ

ピーターで来てもらうためにはそれなりの設備が必

要です。 

 

そのためには、周防大島の持つ最大の魅力である海と食を絡め

た事業の展開を行いたいと考えます。 

海からのアプローチ、とりわけ小型ヨット・クルーズ船の寄

港や漁業者の休漁時の漁船を活用した漁船クルージングなど瀬

戸内海の持つ海の魅力を満喫できる海の駅として整備を行い、

様々な海体験メニューを開発し、併せて隣接する陸域にも多く

の者が楽しめる施設や設備の整備と国道４３７号線から南回り

で周防大島南岸を周遊できるルートとして大島環状線の早期改

良も要望しながら、海の駅だけではない複合的なゾーン整備と

陸からのアプローチ整備を図りたいと考えます。 

10 中小企業庁の企業創業補助申請作業を即行うべき

と思う。 

周防大島町で起業しても、現状では中小企業庁の

企業創業補助金の申請資格が無い。 

周防大島町は、創業、第二創業促進補助金の認

定（創業地域認定市区町村）を受けていない。 

従って、周防大島町で、起業しても立ち上がりの

資金を助成して貰えない。  

対策をしてやらないと、『重点課題２ 若者の対

策』と言っても起業後、軌道に乗せ難い。 

認定作業を政策に織り込むべきと思う。 

 

平成 26年 1月 20日に施行された「産業競争力強化法」では、

地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者と連携し

て創業支援を行う取組（創業支援事業計画）を国が認定するこ

とにより、市区町村の取組を応援する支援措置を講じることと

しています。 

 ご意見いただいた創業支援事業計画の策定につきましては、

商工会と共同して取り組む計画、金融機関やＮＰＯ法人等が自

治体と協力するなど多様であり、地域資源の活用や 6次産業化

と組み合わせて創業支援と町内の企業支援の取り組みの中で対

応したいと考えています。 

 

 



【その他】 

 総合戦略に関連したご意見としていただきました。 

番号 意見の要旨 

１ コンパクトでもいい、住民が元気でイキイキとした大島であることを願っています。お年寄りが施設に入れられ、夜

は住民がいなくなるような島であってはなりません。 

２ 観光施設において利便性の高いものとは、「道の駅」の定休日を月に１日程度とすることも踏まえた内容か。毎週水曜

日の定休日には、パンフレットさえ入手できない。 

３ 国民健康保険を１年間使用しなかった方に何らかの特典を与えてはいかがか。 

 

 


