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令和 4 年度重点施策提案事項について 

 

玉野市政の推進に当たりまして、平素から格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

本市は、これまで瀬戸内海に面した四国への玄関口として、また、海を活かした臨海工

業都市として発展してまいりましたが、人口減少や少子高齢化の進行をはじめ、医療・福

祉ニーズの高まりや基幹産業である造船業の危機的状況の影響、また、昨年からの新型コ

ロナウイルス感染症の拡大による商工業への影響ににより、本市財政は大変厳しい状況に

あります。 

 

その一方で、直接行政サービスを提供する基礎自治体の役割と責任はますます増大し、

業務は増加しております。また、地方創生という新たな時流の中、真の地方自治を実現し

ていくためには、地方自治体がそれぞれの特性を活かしながら新たなまちづくりを推進し

ていく必要があります。 

 

昨年度の重点施策提案におきましては、国・県からの支援により、幼児教育推進体制の

充実に向けた交付金の事業採択、防災・減災に向けた河川改修の推進、道路改修工事の着

手、さらには港湾事業の推進に向けた検討・調査など、着実な事業の推進を図ることがで

きました。 

 

本市は、地域の発展を目指した持続可能なまちづくりに取り組むため、平成 31 年 4 月

から新たにスタートした総合計画において、「住み心地のよい活気あるまち」、「健やかで

安全・安心に暮らせるまち」、「心豊かな人をはぐくみ支え合うまち」の 3 つの基本理念を

掲げ、本市の恵まれた地域資源を最大限に活かしながら、市民一人ひとりが“たまのはよ

いところだ”と胸を張って誇れるまちづくりを推進しているところです。 

 

しかしながら、こうした諸施策を実現していくためには、国、県等のご理解とご支援が

必要不可欠であり、本市の振興を図る上で特に重要な課題について、令和 4 年度の重点施

策提案書として取りまとめましたので、令和 4 年度の予算編成並びに施策の決定に当たり

ましては、格段のご配慮を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

   令和３年７月        玉野市長 



 

令和４年度重点施策提案事項 

 

１ 就学前教育の充実に向けた支援について 

２ 新学校給食センター設置に関する支援について 

３ 公立小中学校施設の防災機能強化等対策に関する支援について 

４ 地方創生の取組に関する支援について 

５ 心身障害者医療費公費負担制度の充実について 

６ 児島湖水位の適正管理に係る情報提供の充実について 

７ 高速道路及び岡山空港へのアクセス強化について 

８ 国道・県道及び二級河川の整備促進について 

９ 海事産業への支援について 

10 重要港湾（重点港湾）の整備・利用促進について 

11 石島・本土間の生活航路の支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．就学前教育の充実に向けた支援について 

提案先 

（国）内閣府 

   文部科学省 

厚生労働省 

― 

提 案 
就学前教育の質の向上に取り組む自治体に対する支援措置を提案しま

す。 

 

＜現状と課題＞ 

 

○ 本市では、就学前教育（幼稚園・保育園及び認定こども園）を教育委員会におい

て一元的に管理し、就学前教育専門の指導主事を配置することにより、就学前園

の人材育成・指導内容の充実や、就学前から小学校・中学校まで一貫した教育を行

うなど、全国に先駆けて就学前教育の質の向上に取り組んでいます。 

 

○ このような中、現場職員への指導に当たっては、幼保・認定こども園それぞれの

特性を熟知した指導者を配置することが望ましく、平成 31 年度（令和元年度）か

らは、文部科学省の交付金を活用し、就学前教育の充実のための取組の推進を図

っていますが、この交付金制度は、令和３年度までの時限的なものとなっていま

す。 
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＜提案の内容＞ 

 

○ 就学前教育を一体的に運営し、質の向上に取り組んでいる自治体に対し、交付

金・補助金制度などの財政支援を継続的に講じることを提案します。（国） 

 

 

＜提案による効果＞ 

 

○ 国の交付金・補助金制度の継続的財政支援により、全国的に一体的な就学前教

育の推進体制をとる自治体の増加が見込まれるほか、就学前教育の質の向上に繋

がり、園児に対するきめ細やかな配慮を実現することができます。 

 

 担当：教育委員会 就学前教育課 
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２．新学校給食センター設置に関する支援について 

提案先 （国）文部科学省 ― 

提 案 
安全・安心な学校給食を安定供給するため、新たな学校給食センターを

整備する自治体に対し支援を提案します。 

＜現状と課題＞ 

 

○ 本市の学校給食施設（２施設）は、いずれも建設から４５年以上が経過してお

り、建物や配電設備等の老朽化が激しい状況です。 

また、古い施設であるが故に、ウエットシステムの調理場をドライ運用してい

たり、空調設備のない労働環境であったりするなど、安全・安心な学校給食を安定

供給するため、新たな学校給食センターの整備が求められています。 

 

○ 学校給食センターの更新においては、整備手法としてＰＦＩ（ＢＴＯ）方式を採

用するなど、可能な限りの財政負担の縮減と平準化を図っていますが、本市では、

給食センターの他にも市民病院など公共施設の更新が控えており、更なる財政負

担の低減が求められています。 

 

○ 老朽化した２施設を統合する「玉野市学校給食センター整備運営事業」のスケ

ジュールは次のとおりです。  

   令和元年１２月 事業者決定（契約） 

   令和３年 ６月 着工 

   令和４年 ９月 供用開始 

  学校施設環境改善交付金の申請を令和４年度に予定。 

 

＜提案の内容＞ 

 

○ 令和４年度に学校給食センターの新設を予定しており、国において学校施設環

境改善交付金の学校給食センター部分の予算を十分確保されるよう要望します。

（国） 

 

＜提案による効果＞ 

 

○ 様々な事情により財政状況が厳しい自治体において、学校給食施設の更新によ

り、安全・安心な学校給食の安定供給が促進されます。 

 

 
担当：教育委員会 教育総務課 

学校教育課 
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３．公立小中学校施設の防災機能強化等対策に関する支援について 

提案先 （国）文部科学省 ― 

提 案 
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に取り組む自治

体に対する支援を提案します。 

＜現状と課題＞ 

 

○ 国の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に関する中期目標と

して、整備達成年度、達成率が示され、目標達成に向け、計画的な整備を行う必要

があります。 

 

 公立小中学校施設の防災機能強化等対策の整備達成年度及び達成率（一例） 

 目   標 現状（令和 2年度末） 

空調設備の設置率 

 特別教室 令和 05 年度までに 95.0％ 29.6％ 

 体育館 令和 17年度までに 95.0％    0％ 

トイレの洋式化率 令和 07年度までに 95.0％ 35.8％ 

  

○ 小中学校は、災害発生時の避難所として位置づけられていることから年齢や障

害の有無等に関わらず、誰もが安全・安心かつ快適に利用できる学校施設の整備

が求められています。加えて、夏季の猛暑日、真夏日など、どのような気象条件に

おいても、すべての児童生徒が安全・安心な学校生活を送ることができるような

施設整備が求められています。 

 

＜提案の内容＞ 

 

○ 計画的に防災機能強化等対策に係る施設整備に取り組むことができるよう、国

の交付金補助率のかさ上げや、新たな交付金制度の設置などの支援措置を提案し

ます。（国） 

 

＜提案による効果＞ 

 

○ 様々な事情により財政状況が厳しい自治体において、児童生徒が安全・安心な

学校生活を送ることができるとともに、地域のコミュニティの拠点として、誰も

が安全・安心かつ快適に利用することができる学校施設の整備が促進されます。 

 

 担当：教育委員会 教育総務課 
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４．地方創生の取組に関する支援について 

提案先 （国）内閣府 （県）総合政策局 

提 案 
「生涯活躍のまち」の更なる推進に向けて、地方創生推進交付金など国

からの継続的な財政支援措置を提案します。 

 

＜現状と課題＞ 

 

○ 本市では、国の地方創生関連施策の一つである「生涯活躍のまち」に着目し、平

成 28 年８月に地域再生計画の認定を受けて、たまの版生涯活躍のまち基本構想、

同基本計画を策定し、第１期計画の最終年度である令和２年度に、第２期計画の

策定を行いました。 

 

○ 「たまの版生涯活躍のまち基本計画」では、高齢者、障害者、移住者に加え、学

び、働く若者や地域住民、事業者等が活躍することで、持続的な発展を続けていく

まちの形成を目指しています。 

 

○ そのような中、企業城下町である本市は、多くの工業系企業がまちを支えてき

たという特色があるものの、近年、工業系就職者不足が加速していることから、地

元企業の強力なバックアップを得て、平成 30 年４月に市立玉野商工高等学校へ機

械科を新設し、多様な学びの選択肢を用意するとともに、地元企業と連携しなが

ら即戦力となる人材育成に取り組んでいます。 

 

○ 一方で、地域産業を支える地元の中小企業の人材不足は、依然として深刻な状

況が続いており、高校卒業生をはじめとした求職者及び採用する企業、双方への

地元就職に向けたサポートが必要となっています。 
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○ また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、人の流れや地方経済の停滞が

余儀なくされた一方、多様で柔軟な働き方が広がりを見せ、地方移住への関心も

高まっていることから、テレワークやワーケーションへの取組が重要だと考えて

います。 

 

 

＜提案の内容＞ 

 

○ 「たまの版生涯活躍のまち」の更なる推進に向けて、地方創生推進交付金や地方

創生テレワーク交付金などを活用し、定住及び、本市への人の流れを生む事業に

取り組むために継続的な財政支援措置を提案します。（国） 

 

 

＜提案による効果＞ 

 

○ たまのオリジナルを活かしながら、新たな産業づくりを進めるとともに、まち

づくりを担う人材育成に取り組むこと、また、地元就職の促進により地元企業の

活性化を図り、そこで働く従業員の定住につなげることで、地域全体が活性化さ

れることが期待できます。 

 

○ テレワークやワーケーションの場が整備

されて活性化した地域に、交流人口や移住者

が増加することで、まちに新たな魅力が加わ

り、さらに多くの人が集まり、消費の拡大、

民間事業者による投資の誘発といった好循

環が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
担当：政策財政部 総合政策課 

   産業振興部 商工観光課 
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５．心身障害者医療費公費負担制度の充実について 

提案先 ― （県）保健福祉部 

提 案 

心身障害者医療費公費負担制度の補助金交付対象に精神障害者を加える

ことで、３障害（身体障害・知的障害・精神障害）に共通した制度の充

実を提案します。 

＜現状と課題＞ 

 

○ 本市では、心身障害者医療費公費負担制度に基づき、 

①身体障害者手帳１～２級 

②療育手帳Ａ所持者 

③療育手帳Ｂ（中度）と身体障害者手帳３級を併せて所持する者 

の一般通院及び精神通院の医療費の助成を行っています。 

 

○ しかしながら、精神障害の方に関しては、心身障害者医療費公費負担制度の受

給対象となっておらず、医療費の助成を受けることができておりません。 

 

 

＜提案の内容＞ 

 

○ 心身障害者医療費公費負担制度の補助金交付対象に精神障害者を加えること、

また、３障害（身体障害・知的障害・精神障害）に共通した制度の充実を図ること

を提案します。（県） 

 

 

＜提案による効果＞ 

 

○ 現状では、心身障害者医療費公費負担制度において、精神障害者が助成対象外

となっていることから、これを補助金交付対象に加えるとともに、３障害に共通

した制度改正を行うことで公平性を確保し、さらなる障害者の福祉の増進を図る

ことができます。 

 

 

 担当：健康福祉部 福祉政策課 
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６．児島湖水位の適正管理に係る情報提供の充実について 

提案先 － （県）農林水産部 

提 案 児島湖水位の適正管理に係る情報提供の充実について提案します。 

＜現状と課題＞ 

 

○ 児島湖流域の岡山市、倉敷市、玉野市、早島町の３市１町において、平成 23 年

９月２日から４日にかけ、岡山県へ上陸、通過した台風 12 号がもたらした記録的

な豪雨により、児島湖の水位は計画洪水位＋2.89ｍを超え、＋3.04ｍという既往最

高水位を記録し、笹ヶ瀬川、倉敷川等の児島湖に流入する河川沿いの多くの地域で

浸水被害が発生しました。 

 

○ 特に、本市では、庄田川（八浜地域）及び宮川（東高崎地域）の２本の河川にお

いて氾濫が発生し、周辺の道路や住宅一帯に流入した結果、この２地域だけで災害

救助法が適用となる床上浸水被害が発生しました。 

 

○ その後、台風襲来時等の水位上昇が見込まれる際には、樋門操作により事前に水

位を下げる取組など、適正かつ効果的に児島湖水位の管理が行われていますが、近

年、多発する局地的な集中豪雨により、雨量が急激に一定限度を超えた場合、鴨川、

庄田川、宇藤木川を含めた児島湖への流入河川の水位が急上昇し、越水の恐れがし

ばしば生じ、安全安心な暮らしへの影響が懸念されています。 

＜提案の内容＞ 

 

○ 台風襲来等により児島湖の水位上昇が見込まれる際は、樋門操作で内水排除を実

施し、その情報をインターネットを通じて情報提供していただいていますが、それ

に加え、テレビのデータ放送を通じて情報提供する取組を提案します。 

＜提案による効果＞ 

 

○ 情報媒体としてテレビを活用することにより、インターネット未利用者について

も各自で情報を取得できるようになり、緊急時における早期の避難行動に繋げるこ

とができます。 

 担当：危機管理課 
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７．高速道路及び岡山空港へのアクセス強化について 

提案先 （国）国土交通省 （県）土 木 部 

提 案 高速道路及び岡山空港へのアクセス強化を提案します。 

 

＜現状と課題＞ 

 

○ 本市は、道路交通への依存度が極めて高いにもかかわらず、市内を高速道路が

通っていないため、今日の車社会においては「陸の孤島」としてマイナスイメージ

が形成されています。この対策として、より質の高い道路によって、より速く高速

道路と結ばれる必要があります。 

 

○ 隣接する倉敷市や早島 IC への道路網が整備されていないため、本市と倉敷方面

との連携が充分ではありません。この結果、年間約 328 万人の観光客（「令和元年

度岡山県観光客動態調査結果の概要」より）を集める倉敷美観地区、そして、世界

中から観光客を集める瀬戸内海の島々へのターミナルである本市の宇野港という

お互いの資源を活かしきれていないなど、観光振興や産業活動等に支障を来して

います。 

 

○ 災害等により瀬戸大橋の通行が制限された際、宇野港は救援物資等の中継地と

しての役割が重要になりますが、宇野港と物流の拠点となっている早島町との連

絡道路は脆弱であり、大型車は大きく迂回するため到着までに時間を要していま

す。 

 

○ 岡山空港への所要時間は、国道 180 号岡山西バイパスの供用により短縮された

ものの、岡山環状南道路が開通していないことから、岡山市街地の慢性的な渋滞

から回避できません。岡山西バイパスの整備効果を一層高めるための環境整備が

課題となっています。 

 

＜提案の内容＞ 

○ 広域道路の交流促進型として位置づけられている「玉野倉敷道路」を地域高規

格道路の候補路線として認定されるよう提案します。特に、災害時等において大

型車が宇野港と物流基地としての機能が充実している早島町を短時間で結ぶため

の、主要地方道岡山児島線から早島 IC へのアクセス道路の整備について取り組む

ことを提案します（県） 
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○ 国道 30 号を経由して岡山 IC や岡山空港へのアクセスルートとして、岡山環状

道路外環状線の早期の整備促進を提案します。特に、岡山市南部の国道 30 号と国

道 180 号岡山西バイパスを結ぶ区間（岡山環状南道路）の早急な整備促進を提案

します。（国） 

＜提案による効果＞ 

○ 岡山市、倉敷市、玉野市が安定した交通網で結ばれることにより、観光面はもち

ろん、様々な分野でヒト、モノの動きが活発になり、圏域全体として交流人口増加

型のまちづくりが促進されます。 

 

○ 宇野港との連携により、海上からの救援物資の輸送路として災害時におけるラ

イフライン確保が図られます。 

 

○ 岡山市中心部を迂回することにより、岡山 IC や岡山空港への所要時間が短縮さ

れ、約１時間でのアクセスが期待できます。 

 担当：建設部 都市計画課 

 

 

 

 

 

供用開始が待たれる岡山環状南道路「笹ヶ瀬令和橋」 
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８．国道・県道及び二級河川の整備促進について 

提案先 （国）国土交通省 （県）土 木 部 

提 案 
国道 430 号、主要地方道玉野福田線の整備促進及び二級河川（鴨川、宇

藤木川、庄田川、長谷川）の河川改良事業の整備促進を提案します。 

 

＜現状と課題＞ 

 

○ 国道 430 号の宇野～玉地区は、平成 17 年度に玉野トンネルの拡幅事業が始ま

り、平成 21 年度末に完成していますが、まだ、上空障害を抱える３つのトンネル

（玉第一～第三隧道）があり、車両の高さ制限や雨量による交通規制があること

から、常に安全かつ円滑な通行の確保が課題となっています。 

 

○ 主要地方道玉野福田線の奥玉地区は、玉原地内の志池から奥玉地内の白砂橋付

近までの局部改良工事が、平成 28 年度をもって完了しましたが、この局部改良に

よる効果を一層高めるためにも、隣接する白砂橋から北山中央児童遊園地付近の

三差路までの区間について、狭隘部分の更なる解消に向けた早期整備が求められ

ています。この路線は地区住民に密着した生活道路ですが、道路幅員が狭く、大型

車両のすれ違いや緊急車両の通行等が困難であり、安全かつ円滑な通行に支障を

来しています。また、本市市街地から水島 IC へのアクセスルートとして、道路交

通の一層の安全性・利便性向上が求められています。 

 

○ 当該河川においては、現在護岸の改修等、順次整備が実施されていますが、未改

修の脆弱な箇所及び土砂が堆積している箇所が残っています。県内に甚大な被害

をもたらした平成 30 年７月豪雨では、本市においても３日間の総雨量が 300 ミリ

を超えるというこれまでに経験のない雨量を記録し、人的被害はなかったものの、

家屋への浸水や主要道路の崩落など、市内各地で被害が発生し、今後も、台風をは

じめ局地的な集中豪雨の脅威が増すことが予想されるなか、災害等による被害の

未然防止や、最小限に抑制するための護岸整備及び、断面の確保等が課題となっ

ています。 

 

＜提案の内容＞ 

 

○ 国道 430 号玉地区の玉第一隧道、玉第二隧道、玉第三隧道の早期改良整備を提

案します。（国・県） 

 

○ 玉野福田線奥玉地区の早期拡幅整備を提案します。（国・県） 
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○ 二級河川（鴨川、宇藤木川、庄田川、長谷川）の河川改良事業の整備促進を提

案します。（国・県） 

 

＜提案による効果＞ 

 

○ 国道 430 号は、地域の身近な生活道路であり、拡幅整備や歩道整備によりスム

ーズな車両通行が可能になり、市民の安全性や利便性が向上します。 

 

○ 玉野福田線は、水島 IC へのアクセス道路であると同時に、地域の身近な生活道

路であり、拡幅整備によって緊急車両の円滑な走行のほか、市民の安全性や利便

性が向上します。 

 

○ 大雨による河川の氾濫や土砂災害等による被害を未然に防止したり、最小限に

抑制できるなど、地域住民が安心して暮らせる生活環境が構築され、安全で災害

に強いまちづくりの実現につながります。 

 

 担当：建設部 土木課 
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９．海事産業への支援について 

提案先 

（国）財務省 

総務省 

国土交通省 

（県）総務部 

産業労働部 

提 案 海事産業支援のための各種制度の拡充・延長を提案します。 

＜現状と課題＞ 

 

○ 海事産業は本市のみならず、国を支える極めて重要な役割を担っています。中

でも本市の基幹産業であります造船業・舶用工業は裾野の広い労働集約型産業で

あり、本市におきましても 100 年以上にわたり、地域経済と多くの雇用を支えて

きました。 

 

○ 近年、世界的な船舶過剰や供給力過剰に加え、中韓の造船企業の巨大化、市場を

歪める外国政府助成の存在などにより、我が国の海事産業を取り巻く経営環境は

厳しい状況にあり、大きな業界再編の流れが加速しています。 

  また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済・社会活動が制限さ

れ、新造船の商談が停滞し、危機的な局面に入りつつあります。 

 

○ 本市においても、主要企業である株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングスの事業再

編の動きを受け、下請け企業を含めた今後の動向が注視されるところです。 

 

○ このような中、令和２年 11 月に海事産業を主要産業とする自治体が連携し、国

に要望活動を実施しました。また同年 12 月、この要望活動を実施した複数の自治

体を母体として「海事産業の未来を共創する全国市区町村長の会」が発足し、本市

を含む 32 自治体が連携し、継続した要望活動を実施していくこととしています。 
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○ 上記要望活動の結果、国により以下の対応が実施されました。 

・国際船舶に係る固定資産税の特例措置の拡充・延長 

・船舶に係る特別償却制度の延長 

・中小企業投資促進税制の延長 

・軽油引取税の課税免除の特例措置の延長 

・雇用調整助成金の特例措置の延長・内容の充実 

○ しかしながら、業界の展望は依然として不透明であり、更なる支援を必要として

いる状況が続くものと考えられます。 

＜提案の内容＞ 

○ 要望活動により実施された各種制度の延長・拡充について、更なる延長・拡充を

求めるとともに、事業サイクルが長期間にわたる海事産業の特性に合った内容へ

の修正を提案します。（国） 

○ 令和３年５月 13 日に開催さ

れた「海事産業の未来を共創す

る全国市区町村長の会」におい

て各自治体の長から発言のあ

りました、海外との税制格差の

是正、ＤＸの取組への助成、現

場機器のリプレイス支援、安全

保障の観点からの国の支援な

どについて、新たな支援策の実

施を提案します。（国） 

○ 国への要望の実現に向けた側面的な支援を提案します。（県） 

○ 新型コロナウイルス感染症経済対策に併せて、工期が長期にわたるため、景気

動向を遅れて受ける本市海事産業に対応した支援を提案します。（県） 

＜提案による効果＞ 

○ 海事産業の安定により、主要企業はもとより裾野に広がる下請け企業の安定操

業に繋がり、従業員の雇用が守られます。 

 ○ 造船関連企業が多数を占める本市において、地元企業の安定により従業員の雇

用が確保され、市内定住・活性化に繋げることができます。 

 
担当：産業振興部 商工観光課 
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10．重要港湾（重点港湾）の整備・利用促進について 

提案先 （国）国土交通省 
（県）土木部 

    県民生活部 

提 案 
重要港湾（重点港湾）宇野港の整備・利用促進及び宇高航路への財政支

援策の検討を提案します。 

＜現状と課題＞ 

 

○ 宇野港宇野地区の第一突堤においては、大型旅客船ふ頭が完成後、毎年一定数

の大型客船が寄港していますが、世界的な経済不況等の影響から平成 27 年頃まで

寄港数は低迷しています。国においては 2020 年に訪日クルーズ旅客数 500 万人の

目標値を掲げ、利用促進を図る取組を進めてきました。しかしながら、新型コロナ

ウイルス感染症の世界的な流行が発生し、国内においてもクルーズ客船「ダイヤ

モンドプリンセス号」の船内における感染拡大がメディアでも大きく取り上げら

れるなど、クルーズ客船へのイメージが大きくダウンしていると思われます。 

 

○ 物流港である宇野港田井地区については、国道 30 号の４車線化による交通網の

整備や RORO 船定期航路の整備などにより、一定規模の企業用地の照会が増加して

いますが、平成 26 年度に県有地が完売となり、公的用地を持ち合わせていないこ

とから、立地意欲のある事業者の要望に応えられず、企業誘致の機会を逃してい

る状況にあります。 

こうした中、田井地区の水面整理場は、原木取扱量が激減し、平成 18 年度以降

は全く取り扱われないなど、利用目的と現状との乖離が進んでいます。 

 

 

 

宇野港田井地区 水面整理場 
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○ 本州と四国を結ぶ宇高航路については、国策による本四連絡橋瀬戸大橋の影響を

受け、コスト削減や様々な利用促進施策に取り組んできましたが、売上の減少に歯

止めがかからず、令和元年 12 月 16 日より休止となりました。 

宇高航路の休止以降は、直島等を経由した移動は可能であるものの、乗り換えの

必要があるなど利便性を欠き、また、瀬戸大橋等を利用できない重厚長大物の輸送

に、今まで当該航路を利用してきた周辺企業の経済活動にも影響が出てきていま

す。 

 

 

＜提案の内容＞ 

 

○ 昨年度、中国地方整備局からの提案により、宇野港航路誘致推進協議会内に設

置した「クルーズ客船受入検討タスクフォース」の活用により、専門的な知識及び

視点から、宇野港に求められる事業について指導・助言をいただき、大型旅客船ふ

頭の一層の利用促進が図られるよう提案します。（国・県） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症への対策の徹底、受入環境の整備を前提とした、段

階的なクルーズ客船の運航の再開のため、県と市の港湾関係部局、危機管理部局、

保健福祉部局等が連携した受入に係る協議会を設置するなど、緊密な協力体制を

早急に構築いただけるよう提案します。また、当面、インバウンドの需要が見込め

ないことから、国内旅行客のクルーズ船を利用した旅行需要の喚起について、あ

わせてご検討いただけるよう提案します。（県） 
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○ 宇野港田井地区については、関東地区との RORO 船定期航路が充実していること

などから、更なる企業進出が見込まれており、この機運を逃さず企業誘致を図る

ため、水面整理場を埋め立てるなど、同地区の利用形態の見直しについて、協議を

継続していただけるよう提案します。（県） 

 

○ 直島経由ではなく、宇高航路は人流・物流など地域の賑わい創出や災害対応の

観点からも地域に不可欠なインフラであり、その機能を維持するため、宇高航路

の運航に対する直接的な財政支援策の検討を早急に進めることを提案します。

（国・県） 

 

 

＜提案による効果＞ 

 

○ クルーズ客船の受入体制を充実させ、安全で安心なクルーズの魅力を発信する

ことにより、段階的にクルーズ船での旅行需要を高め、観光消費額の増加が見込

まれます。 

 

 ○ 物流港として、企業立地が促進され、雇用の場が確保されるとともに、港湾貨物

の取扱量が増加し、モーダルシフトが推進されます。 

 

 ○ 地域住民の日常生活や事業者の生産活動等を支える移動手段として、更に災害・

緊急時の代替輸送や緊急物資輸送の役割を果たすなど、人流・物流の両面から、地

域に不可欠なインフラとして持続的に機能を維持することができます。 

 

 
担当：公共施設交通政策課 

産業振興部 商工観光課 
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11．石島・本土間の生活航路の支援について 

提案先 （国）国土交通省 （県）県民生活部 

提 案 石島・本土間の生活航路への支援を提案します。 

 

＜現状と課題＞ 

 

○ 昭和 36 年に離島振興法における離島として指定された本市の石島は、本土側の

宇野港から船で 15 分、距離にして約 5.2km 東の海域に位置しています。 

令和 3年 4月時点における人口は 64 人で、老齢人口が 35 人（全人口の 54.7％）

と高齢化が進んでいる状況にあります。 
 

○ 石島には商店や病院が無く、日用品の購入、通院などについて、本土と密接な

日常生活圏を形成しており、移動は主に自家用船で行われていましたが、高齢化

が進み、自ら船を利用できない島民が増えています。また、唯一の定期的な航路

として運航していたスクールボートについても、中学生の卒業とともに平成 26 年

度末をもって廃止となりました。 

 

○ スクールボートの廃止に伴い、市単独で平成 27 年 1 月から海上タクシーを利用

してデマンド型航路の実証運航を行い、平成 28 年 4 月から本格運行を実施してい

ますが、陸上交通に比べてコストが高い海上交通について、市単独で安定的かつ

継続的な生活交通手段として維持することは、財政面において大変厳しい状況に

あります。 

 

＜提案内容＞ 

 

○ 交通政策基本法に基づき、生活交通の確保を目的とした石島・本土間の継続的

かつ安定的な航路の運行に必要な財政措置を提案します。（国・県） 

 

＜提案による効果＞ 

 

○ 島民が日常生活を送るために必要不可欠な本土へのアクセスが安定的に可能と

なることは、島民の通院・通学、買い物のほか、本土からの検診や介護サービス

などの福祉提供者及び島民関係者の移動手段確保が図られ、島民が住み慣れた島

で、安心して定住し続けることができることに加え、交流人口の増加から島の魅

力発信に寄与することができます。 

 担当：公共施設交通政策課 
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玉野市について 

玉野市の観光名所 

 渋川海岸 

 白砂青松の海岸線は約１キロメートルの長さを誇り、「日本の渚百選」「快水浴場百選」

にも選ばれている美しい海岸です。夕暮れ時のシルエットは絶景で、とてもロマンチッ

クなスポットへと変貌します。また、渋川海岸を含めた瀬戸内海一帯は瀬戸内海国立公

園として国立公園に指定されています。 

 深山公園 

  国道 30 号沿いに広がる丘陵地の自然を生かした公園で、広さはなんと 200 ヘクター

ル。園内には、約 7000 本の桜のほか、ツツジ、アジサイ、スイレン、梅など 300 種

15 万本の花木があふれ、老若男女を問わず市民や観光客の心を癒してくれます。自然と

のふれあい、季節との出会いなどスローで楽しい時間をお楽しみ下さい。 

 宇野港周辺 

  瀬戸内の直島、豊島、小豆島へ渡るフェリーの発着場になっているだけでなく、最近は

移住者や若者による飲食、宿泊、雑貨を扱う感度の高いショップが増え、注目を集めて

います。 

玉野市出身の著名人（敬称略） 

 いしいひさいち（漫画家） 

 朝日新聞の 4 コマ漫画「ののちゃん」は、前作「となりの山田くん」を合わせると３０
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年も連載が続いている。他に「がんばれ!!タブチくん!!」、「バイトくん」など 

高嶋哲夫（作家） 

2010 年発表の「首都感染」は、コロナ禍の世界を予言したかのような内容で、2020 年

再び話題に。2014 年発表の「首都崩壊」では首都移転先を災害の少なさ、温暖な気候、

交通の利便性等から岡山県に設定している。他に「M８」、「ミッドナイト・イーグル」

など 

 まだまだ盛りだくさんですが、ほんの一部をご紹介しました。 

 

 

－MEMO－ 
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作成 玉野市政策財政部 
 

〒７０６－８５１０ 岡山県玉野市宇野１丁目２７番１号 

電話（０８６３）３２－５５０５ 

ＦＡＸ（０８６３）３２－５５０７ 

Ｅ-ｍａｉｌ seisaku@city.tamano.lg.jp 

URL http://www.city.tamano.lg.jp 


