
令和３年度

主要施策の成果に関する説明書

世界の一員として、“ゼロカーボンシティの実現”に向けた取組

～太陽光LED防犯灯設置と藻場造成（白浜）～

絆で創る、魅力あふれる豊かなまち

鹿児島県瀬戸内町



について報告いたします。

令 和 4 年 9 月 日

鹿 児 島 県 瀬 戸 内 町

町 長 　鎌　田　　愛　人

地方自治法第233条第５項に基づき，

令和３年度における主要施策の成果



Ⅰ 施政方針に掲げた施策の成果の総括・・・・・・・・・・・・・・・1 ～ 13

Ⅱ 令和３年度主要施策の成果に関する調べ・・・・・・・・・・・・・14 ～ 198

1 【保健・福祉・医療】

（１）多様な人々への支援について

01_ 我が事・丸ごと支え愛事業・・・・・・・・・・・・14 （保健福祉課）

02_ 居住支援協議会の設立・・・・・・・・・・・・・・15 （保健福祉課）

（２）医療・介護・福祉の連携による対象者への支援について

03_ 地域包括ケアシステムの構築・・・・・・・・・・・16 （保健福祉課）

04_ 高齢者の社会参加の促進と充実（1～4）・・・・・・17 ～ 20 （保健福祉課）

（３）地域医療連携推進法人アンマによる医療・介護の拡充について

05_ 救急体制の整備、無医地区における医療体制の確保・・・・ 21 （保健福祉課）

06_ へき地診療所の経営改善について・・・・・・・・・22 （保健福祉課）

（４）出産・子育ての支援の充実について

07_ 不妊治療や妊婦健診にかかる交通費等の助成(1～2)・・・・ 23 ～ 24 （保健福祉課）

08_ 妊婦健診の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・25 （保健福祉課）

09_ 産前・産後サポート（1～2）・・・・・・・・・・・26 ～ 27 （保健福祉課）

10_ 子育て世代包括支援センターの設立・・・・・・・・28 （保健福祉課）

11_ 保育所等の利用料無償化・・・・・・・・・・・・・29 （町民生活課）

12_ 地域型保育所等への補助・・・・・・・・・・・・・30 （町民生活課）

13_ 子ども医療費・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 （町民生活課）

14_ ひとり親医療費助成・・・・・・・・・・・・・・・32 （町民生活課）

15_ 児童手当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 （町民生活課）

16_ 出産祝金の支給・・・・・・・・・・・・・・・・・34 （町民生活課）

17_ 小学校・古仁屋高校入学祝金・・・・・・・・・・・35 （町民生活課）

（５）医療・介護の地域格差の是正について

18_ 救急艇「おおとり」・・・・・・・・・・・・・・・36 （消防分署）

19_ 高規格救急車の更新・・・・・・・・・・・・・・・37 （消防分署）

20_ ＩＣＴを活用した診療体制のネットワーク整備・・・ 38 （保健福祉課）
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（６）健康づくり活動の推進について

21_ 各種検診の受診率向上について・・・・・・・・・・39 （保健福祉課）

22_ 糖尿病重症化予防等の保健事業の取組・・・・・・・40 （保健福祉課）

23_ 保健事業と介護予防事業の一体的な実施・・・・・・41 （保健福祉課）

2 【教育・文化】

（１）次世代に向けた教育環境の整備について

24_ プログラミング教室・・・・・・・・・・・・・・・42 （教委総務課）

25_ GIGAスクール構想・・・・・・・・・・・・・・・・43 （教委総務課）

26_ 校務支援システムやグループウェアの導入・・・・・44 （教委総務課）

27_ ICT支援員の配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・45 （教委総務課）

28_ 英語指導助手（ALT） ・・・・・・・・・・・・・・46 （教委総務課）

（２）教育環境の整備充実について

29_ 古仁屋小学校プールの改修・・・・・・・・・・・・47 （教委総務課）

30_ 教員住宅の解体工事・・・・・・・・・・・・・・・48 （教委総務課）

31_ 新給食センターの建設について・・・・・・・・・・49 （教委総務課）

32_ 幼児教育（郷土文化の継承）・・・・・・・・・・・50 （教委総務課）

33_ 預かり保育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 （教委総務課）

34_ 放課後子ども教室・・・・・・・・・・・・・・・・52 （社会教育課）

35_ 加計呂麻留学制度や与路小中学校留学里親制度・・・ 53 （教委総務課）

36_ スクールバスの運行・・・・・・・・・・・・・・・54 （教委総務課）

（３）古仁屋高等学校の振興対策について

37_ 古仁屋高校の活性化（1～5）・・・・・・・・・・・55 ～ 59 （企画課）

（４）さまざまな分野において学習できる環境づくりについて

38_ 郷土教育の推進（1～5）・・・・・・・・・・・・・60 ～ 64 （社会教育課）

39_ 子ども会活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 （社会教育課）

40_ 切れ目のない読書活動の推進（1～2）・・・・・・・66 ～ 67 （社会教育課）

41_ 埋蔵文化財や近代遺跡の調査に関すること・・・・・68 （社会教育課）

42_ 生涯スポーツの振興・・・・・・・・・・・・・・・69 （社会教育課）

（５）清水運動公園の整備について

43_ 清水運動公園の整備について・・・・・・・・・・・70 （社会教育課）

目次　-　4



3 【生活環境】

（１）危険家屋・空き家・空き地、住宅への取組の対策強化について

44_ 地域提案型事業（空き家利活用事業）・・・・・・・71 （企画課）

45_ 公営住宅の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・72 （建設課）

46_ 老朽危険家屋等の対策・・・・・・・・・・・・・・73 （企画課）

（２）生活排水処理対策について

47_ 合併処理浄化槽の普及促進・・・・・・・・・・・・74 （町民生活課）

48_ コミュニティプラント等の整備（1～2）・・・・・・75 ～ 76 （町民生活課）

49_ 農業集落排水処理施設・・・・・・・・・・・・・・77 （農林課）

（３）多機関連携による生活安全対策強化について

50_ 瀬戸内町地域公共交通会議（1～2）・・・・・・・・78 ～ 79 （商工交通課）

51_ 町営船「せとなみ」の代替船建造・・・・・・・・・80 （商工交通課）

52_ 計画的な施設の統合整備及び更新（1～3）・・・・・81 ～ 83 （水道課）

53_ 水道水の安定供給と健全な経営（1～4）・・・・・・84 ～ 87 （水道課）

54_ 交通安全・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88 （総務課）

55_ 防犯対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 （総務課）

（４）地域防災力の強化について

56_ 急傾斜地崩壊対策（1～2）・・・・・・・・・・・・90 ～ 91 （建設課）

57_ 土石流防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・92 （建設課）

58_ 海岸高潮対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 （建設課）

59_ 治山・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 （建設課）

60_ 防災無線戸別受信機整備事業・・・・・・・・・・・95 （総務課）

（５）世界自然遺産登録や登録後の普及・啓発活動の実施について

61_ 世界自然遺産登録の推進・・・・・・・・・・・・・96 （水産観光課）

62_ ノヤギの被害防止対策・・・・・・・・・・・・・・97 （農林課）

63_ サンゴ礁保全対策（1～2）・・・・・・・・・・・・98 ～ 99 （水産観光課）

（６）地球温暖化対策（循環型社会：ゼロエミッション）について

（企画課）

（水産観光課）

65_ 地球温暖化対策・・・・・・・・・・・・・・・・102 （町民生活課）

64_ カーボンオフセットの取組推進（1～2）・・・・・・100 ～ 101
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4 【産業】

（１）新たな産業の誘致・起業支援について

66_ 企業誘致・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 （企画課）

67_ 起業家支援補助金・・・・・・・・・・・・・・・・104 （企画課）

68_ 光ファイバ整備・・・・・・・・・・・・・・・・・105 （企画課）

69_ 遊休資産等の活用・・・・・・・・・・・・・・・・106 （企画課）

（２）農林水産業の振興について

70_ 足腰の強い農業振興について（1～14）・・・・・ 107 ～ 120 （農林課）

71_ さとうきびについて・・・・・・・・・・・・・・・121 （農林課）

72_ きび酢村構想について・・・・・・・・・・・・・・122 （農林課）

73_ 林業について（1～8）・・・・・・・・・・・・・・123 ～ 130 （農林課）

74_ 漁業について（1～4）・・・・・・・・・・・・・・131 ～ 134 （水産観光課）

75_ 奄美群島水産物流通支援事業（1～2）・・・・・・・135 ～ 136 （水産観光課）

76_ 奄美群島農林水産物輸送コスト支援事業・・・・・・137 （農林課）

77_ 畜産について（1～3）・・・・・・・・・・・・・・138 ～ 140 （農林課）

（３）商店街の活性化について

78_ 域内消費喚起の促進・・・・・・・・・・・・・・・141 （商工交通課）

79_ 消費者対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142 （商工交通課）

80_ 商工業制度資金利子補給事業・・・・・・・・・・・143 （商工交通課）

81_ 先端設備等導入促進基本計画に係る取組・・・・・・144 （商工交通課）

82_ キャッシュレス決済の導入・・・・・・・・・・・・145 （商工交通課）

（４）観光をあらゆる産業へ波及させるための仕組みづくりについて

83_ 「奄美らしい滞在型・着地型事業」・・・・・・・・146 （水産観光課）

84_ 島案内人協議会について・・・・・・・・・・・・・147 （水産観光課）

85_ 観光イベント・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 （水産観光課）

（５）持続可能な世界基準の観光地づくりについて

86_ 観光施設の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・149 （水産観光課）

87_ 加計呂麻島シェアサイクルの整備・・・・・・・・・150 （水産観光課）

88_ 広域連携した取組・・・・・・・・・・・・・・・・151 （水産観光課）
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5 【地域自治・地域連携】

（１）相談できる環境づくりについて

89_ 「島の保健室」事業の拡充・・・・・・・・・・・・152 （保健福祉課）

（２）集落の活性化について

90_ 集落活性化（移住・定住）（1～2）・・・・・・・・153 ～ 154 （企画課）

91_ 地域提案型事業（住民参加型事業）・・・・・・・・155 （企画課）

92_ 地区コミュニティ担当職員と集落との連携・・・・・156 （企画課）

93_ 消防団組織の強化と活性化（1～4）・・・・・・・・157 ～ 160 （消防分署）

（３）共存共栄のまちづくりについて

94_ 自衛隊との連携（1～2）・・・・・・・・・・・・・161 ～ 162 （総務課）

（４）グローバルな連携の構築について

95_ 「チームせとうち」としての連携強化・・・・・・・163 （総務課）

96_ 包括連携協定先との連携した商品開発・・・・・・・164 （企画課）

97_ ふるさと納税・・・・・・・・・・・・・・・・・・165 （農林課）

98_ 企業版ふるさと納税・・・・・・・・・・・・・・・166 （企画課）

99_ SDGs社会の実現に向けた取組の推進・・・・・・・・167 （企画課）

6 【男女共同参画（ジェンダー平等）】

（１）固定的な役割分担意識の解消について

100_ 男女共同参画事業・・・・・・・・・・・・・・・・168 （企画課）

（２）ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策について

（保健福祉課）

（企画課）

（３）女性活躍社会の実現について

102_ 女性活躍社会の実現・・・・・・・・・・・・・・・171 （総務課）

（４）男女が共に仕事と家庭の調和がとれる生活の実現について

103_ ワーク・ライフ・バランスの取組推進・・・・・・・172 （総務課）

7 【行財政）

（１）職員の意識改革、事務量の見直し、組織再編について

104_ 職員の意識改革・・・・・・・・・・・・・・・・・173 （総務課）

105_ 事務量の見直し及び組織再編・・・・・・・・・・・174 （総務課）

（２）情報発信の強化について

101_ ＤＶ対策（1～2）・・・・・・・・・・・・・・・169 ～ 170
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106_ 情報発信の強化・・・・・・・・・・・・・・・・・175 （企画課）

（３）行政サービスにおける住民負担の軽減について

107_ 加計呂麻島ターミナル施設計画・・・・・・・・・・176 （水産観光課）

108_ フェリーかけろまの運賃割引・・・・・・・・・・・177 （商工交通課）

109_ 特定離島ふるさとおこし推進事業の活用・・・・・・178 （企画課）

（４）各種計画に基づいた公共施設の整備について

110_ 道路の整備（1～9）・・・・・・・・・・・・・・・179 ～ 187 （建設課）

111_ 林道の整備（1～2）・・・・・・・・・・・・・・・188 ～ 189 （建設課）

112_ 港湾の整備（1～2）・・・・・・・・・・・・・・・190 ～ 191 （水産観光課）

113_ 漁港の整備（1～2）・・・・・・・・・・・・・・・192 ～ 193 （水産観光課）

（５）既存の財源の増加対策と新たな財源の確保について

114_ 財源の増加対策・・・・・・・・・・・・・・・・・194 （税務課）

115_ 町有財産の有効活用・・・・・・・・・・・・・・・195 （財産管理課）

116_ 的確な財源確保・・・・・・・・・・・・・・・・・196 （総務課）

（６）地方創生と財政健全化をバランスよく推進できる持続可能な行財政運営について

117_ ・・・・・・ 197 （企画課）

118_ 持続可能な財政運営・・・・・・・・・・・・・・・198 （総務課）

Ⅲ 令和３年度「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した施策の成果

199 ～ 228

Ⅳ 令和２年度「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用した施策の成果（繰越）

229 ～ 241

第２期まち・ひと・しごと創生総合
戦略に掲げた施策の取組
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