
　本町では、平成20年に令和元年度までの11年間を計画期間とする「隠岐の島町総合振

興計画」を策定し、「まるい輪の中、心行き交う、やすらぎのまち ～みんなの手によるまちづ

くり～」をまちの将来像にかかげ、その実現に向け取り組んでまいりました。この間、全国

的な潮流でもあります人口減少や少子化の一層の進行に伴う地域社会の縮小、個人の価

値観やライフスタイルの多様化、グローバル化の進展、また近年の自然災害の大規模化な

ど、本町を取り巻く社会情勢は、目まぐるしく変化しています。

　このような状況の中、隠岐の島町総合振興計画が令和２年３月末に計画期間の終了を

迎えるにあたり、これまでの取り組みにおける課題や社会情勢の動向を整理し、役場職員

はもとより、多くの町民の皆様のご意見、ご協力を得て、第２次隠岐の島町総合振興計画を

策定しました。

　本計画におけるまちの将来像「つながらぁや　つながぁや　一万年の隠岐の島」は、町

民全ての方々が世代や立場の違いを超えてつながり、一体となって様々な課題を乗り越

え、明るい未来を築いていけるまち、またユネスコ世界ジオパークにも認定された、古くか

ら伝わる美しい自然、伝統文化を未来へつなげていくまちの実現を目指し、掲げたものであ

ります。

　今後は、本計画をまちづくりの柱として、町民の皆様との対話を大切にし、「生まれてよ

かった」、「住んでよかった」、「訪れてよかった」そして「帰ってきてよかった」の４つの「よ

かった」が響くまちとなるよう取り組んで参ります。

　終わりに、町民アンケートや地域意見交換会、パブリックコメントを通じ、貴重なご意見

やご提言をいただきました町民の皆様をはじめ、総合振興計画審議会委員の皆様、隠岐の

島町議会議員の皆様、計画の策定にご協力いただきました全ての方々に心より感謝申し上

げますとともに、計画の実現に向けたご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
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