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平成２９年第１回町議会定例会が開催され、新年度の各

会計予算案をはじめ諸案件を提案し、ご審議をいただくに

あたりまして、私の町政執行に臨む基本的な姿勢・方針と

主要な施策の概要を申し述べ、町議会議員各位をはじめ、

広く町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

 私にとりまして、町政をお預かりして早や１６年が経過

し、昨年１２月に５期目の任期がスタート、また、第５次

総合計画の後期実行計画が新たにスタートする年でもあ

り、本年は一つの節目の年と考えております。 

５期目のこれから４年間、少子・高齢化と人口減少、地

域経済の低迷など、大きな課題に立ち向かって行かなけれ

ばならないと考えております。このことにより将来の弟子

屈町の歩むべき方向や将来を担う皆さまの道しるべがで

きるものと信じております。このためには、基幹産業であ

る農業と観光のさらなる連携や、再生可能エネルギーなど

を活用した、新たな産業による循環型経済の構築と雇用の

場の創出など、誰もが活躍できる環境を整え、まちを担う

人材の育成も図ってまいります。 

また、人口減少下でも町民が安全で安心して住んで良か

ったと思えるまちを目指し、さまざまな取り組みを推し進
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め、一歩一歩着実に夢と希望を実現できるまちづくりを推

進してまいります。 

  

それでは新年度における町政運営の基本的な考え方に

ついて申し上げます。 

町としましては昨年同様、行政の総合力を最大限に発揮

するため、組織形態にとらわれることなく、各課を横断し

連携した「チーム」としてさまざまな課題に立ち向かって

まいります。 

また、まちの将来像である「水と森と人が共に輝き、活

力あふれる自立したまち」の実現と、各施策の成果を意識

して、既存の事務事業はもちろん、新たな事務事業につい

ても、事業効果を検証するため、計画・実行・評価・改善

というＰＤＣＡを繰り返すとともに、新たに策定する後期

実行計画を着実に実行してまいります。 

 

次に、新年度における施策の基本的な考え方について、

総合計画の体系に沿って説明し、議員の皆さまや町民の皆

さまのご協力をお願い申し上げ、平成２９年度の執行方針

を述べさせていただきます。 
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まず『自然環境の保全と活用』に関してでございます。 

環境省による国立公園計画の第 5次点検が行われ、本年

「阿寒摩周
．．

国立公園」に名称変更される予定となっており

ます。このため、さらなる自然環境の保全に向けた意識向

上と観光振興への機運の醸成に努めてまいります。 

 「摩周湖」につきましては、研究機関と共に長期的な

環境保全を目的とした調査活動を引き続き継続するとと

もに、「屈斜路湖」につきましては、湖水の適正利用に向

けて「自然を守ること、事故を起こさないこと」を目標に

ローカルルールの見直しを行い、併せて北海道プレジャー

ボート条例の適用を受けるための準備を進め、動力船、無

動力船の住み分けを明確にすることで事故の防止に努め

てまいります。 

次に『循環型社会の構築』に関してでございます。 

地熱や温泉熱などの自然エネルギーの活用について、事

業化に向けた調査研究を進めてまいります。特に、地熱開

発事業につきましては現在、国費により地表探査を進めて

おりますが、平成 28年度調査の結果を踏まえて、29年度

においては更に開発事業の精度を高めるための調査を実

施してまいります。また、3年目となります、弟子屈町地

熱理解促進事業を継続実施し、地熱理解促進協議会の開催
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や先進地の視察、勉強会などを通じて地熱開発に対する町

民の理解を深めて参ります。 

 

次に『足腰の強い産業育成』に関してですが、まず、本

町の農業は、後継者問題や労働力不足など依然厳しい状況

が続いており、地域の維持に大きな影響をもたらすことが

予想される事から、家族経営を基本とする農業に対し、し

っかりとした対策を講じてもらえるよう国へ要請してい

くとともに、将来を見据えた中で様々な方策を検討してま

いります。 

 酪農・畜産につきましては、生乳の生産量は前年並み

でありますが、乳価が高値で推移しており、又、畜肉の取

引価格が高騰していることから、経営については安定した

収益となる見込みであるものの、輸入飼料や資材等の価格

が依然高止まり状態であることから、より一層、耕畜連携

を図り域内自給飼料の確保に向けた取り組みを推進して

まいります。また、畜産の肉牛振興として、姉妹都市であ

ります日置市より、今年は３頭目の優良肉牛の導入を摩周

和牛改良組合が予定しており、導入費の支援をしてまいり

ます。今後も優良繁殖牛の増頭を促進し、販路を拡大する

とともに農家戸数の減少に少しでも歯止めをかけ、肉牛振
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興を継続してまいりたいと考えております。 

農業の担い手育成対策では、現在２つある組織を一本化

し、後継者対策や新規就農者対策の充実を一層図り、多様

な農業経営体づくりに向けた研究を進め、中小規模でも営

農が継続できるよう支援をしてまいります。また、実習生

や研修生の受け入れ事業についても、農協と連携し支援し

てまいります。 

家畜ふん尿の臭気対策や、家畜伝染病の防疫対策、エゾ

シカによる農業被害対策についても、引き続き実施してま

いります。 

 畑作につきましては、昨年の台風や悪天候等で農作物

に影響がありましたが、今後も経営所得安定対策について、

食料自給率の向上や農業者の所得安定が図られる制度の

継続を国や道に対して強く要望してまいります。また、新

たな作物導入による経営形態の見直しや輪作体系の確立、

摩周メロン、摩周そばなどのブランド力を更に高めるとと

もに、生産量の安定確保や販路の拡大と併せ、環境に配慮

した土づくりに対する支援などを引き続き行ってまいり

ます。  

 ワイン用ブドウにつきましては、現在２０１６年産ぶ

どうを醸造しており、今後もブドウの苗木の育苗や栽培面
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積の拡大を図り、ワインと地場産品のコラボによるイベン

ト開催など農作物全体の地域ブランド化の推進を一層図

ってまいります。 

 また、基盤整備事業につきましては、現在、美留和地

区に於いて国営総合農地防災事業が実施されており、併せ

て農道整備や町営牧場の育成舎等の整備、草地改良などの

道営土地改良事業等により持続的な整備に努めてまいり

ます。 

 森林・林業では、森林の恩恵が将来にわたって享受さ

れるよう、町の森林整備計画に基づいた森づくりを推進し

てまいります。また、国の補助事業等を活用した林業専用

道整備や町有林の多面的機能を発揮させるための町有林

造林事業を継続実施してまいります。 

次に水産業についてですが、屈斜路湖にはアメマス等の

魚類資源の回復が確認され、他地域からも注目されており、

これら持続可能な魚類資源の活用を図ることが、地域の特

産品や、雇用の創出に繋がることと考えております。この

ことから今後も漁業権取得に向けた取り組みを進めてま

いります。漁業権の取得には漁業協同組合の設立のほか、

さまざま要件があり、また、次回の漁業権の一斉更新が平

成３５年度で、それまでに漁組の設立と漁業権の取得を目
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指していきたいと考えております。現在、漁組の設立準備

会を開催し、漁組設立に向け具体的な魚類や棲息状況、又、

資源の活用方法等を検討しているところであり、今後も官

民連携して、一日も早い弟子屈町ならではの新たな水産業

を目指してまいります。 

商工業につきましては、引き続き空き店舗活用事業によ

る支援を行うとともに、道の駅「摩周温泉」をはじめとし

た、各観光案内所を活用し、観光客による地域内消費に努

めてまいります。また、プレミアム商品券の発行をはじめ、

中小企業振興融資制度による経営支援など、商工会との連

携をさらに強化し、商工業者の経営安定化を図ってまいり

ます。 

雇用対策につきましては、資格取得支援制度の拡大と新

規雇用促進事業の継続のほか、社会福祉協議会を窓口とし

た高齢者の就労の場を確保してまいります。 

次に観光についてですが、昨年の台風の影響によるＪＲ

の長期間の運休や、風評被害などにより大きな痛手を負っ

たところであります。しかしながら、訪日外国人は引き続

き大きな伸びを示しており、２８年度には宿泊客が２万人

に達する見込みであり、今までの取り組みの成果を実感し

ているところであります。 
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環境省が進める「国立公園満喫プロジェクト」に係る事

業計画では、「摩周湖」「屈斜路湖」「川湯温泉・硫黄山」

が重点取組地域となり、新年度から順次各種事業が行われ

ることとなっております。特に、川湯温泉街の廃ホテルの

解体や摩周第一展望台のカフェの新設なども計画に盛り

込まれており、観光業のさらなる振興が期待されるところ

であります。また、てしかがえこまち推進協議会による「エ

コツーリズム推進全体構想」が道内で初めて、環境大臣か

ら認定を受けており、今まで以上に官民連携を図りながら、

自然環境の保全と活用を両立した、滞在型エコツアーの造

成による観光客の満足度向上を図ってまいります。さらに、

釧路市とともに認定されております「水のカムイ観光圏」

をはじめとする広域観光につきましても、周辺地域や各種

団体と連携して効果的な取り組みを継続してまいります。 

「企業誘致」につきましては、昨年オリエンタルランド

によるイチゴ農園の誘致に成功したところであります。今

後とも本町にとって有益である企業の誘致活動を積極的

に進めてまいります。 

次に『保健医療体制の充実』に関してでございます。 

「健康づくりの推進」につきましては、本町の健康増進

計画「元気てしかが ２１」を基本に、新たに健康づくり
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推進ポイント還元事業を導入し、特定健診や各種がん検診

の受診率向上を図るとともに、保健指導や健康教育の充実

を図り、生活習慣病の予防と健康寿命の向上に努めてまい

ります。また、各種予防接種費用の助成を継続実施してま

いります。 

 「医療の充実」につきましては、地域医療体制の強化

と病院の安定的経営の確保を図るため、摩周厚生病院の超

音波画像診断装置など医療機器更新整備に対して支援す

るとともに、特別養護老人ホーム摩周、養護老人ホーム倖

和園との円滑な連携に努めてまいります。 

 また、子育てを応援する医療費の還元事業につきまし

ては、乳幼児から高校生までの医療費実質無料化を継続し、

子育て世帯の負担軽減を図ります。さらに後期高齢者医療

制度の適切な運営を行なってまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、厳しい財政運営が

続いておりますが、３０年度より財政運営の主体が北海道

に移行し、市町村と共同で事業運営が行われることになる

ことから、適正な保険税額の設定等、円滑な制度移行に努

めてまいります。 

 次に『地域福祉の充実』につきましては、急激な人口

減少と超高齢化という、大きな問題に対し、どう克服して
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いくのかが喫緊の課題です。こうした中、心身の健康を阻

害され、自立した生活を送ることができない人が増加して

います。広域での連携により、より高度で専門的な相談体

制づくりを進めてまいります。 

「高齢者福祉の充実」につきましては、本町の高齢化率

が２９年１月末現在で３７．０％と、３人に１人以上が 

６５歳を超える状況であり、国や北海道の平均を大きく上

回る現状です。さらに５２年度の高齢化率は４７．８％と

推計され、人口のほぼ半数が６５歳以上になると見込まれ

大変深刻な状況です。 

このような状況の中、本年度は、３０年度から３年間の

「高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」の策定

年度にあたります。これまでの計画の評価・分析を行い町

の総合計画との整合性を図るとともに、本年度からの「介

護予防・日常生活支援総合事業」を含む新しい地域支援事

業を着実に推進し、高齢者の方々が住み慣れた地域で、安

心して暮らせる体制づくりを進めてまいります。また、介

護人材の育成確保にも努めてまいります。 

市民後見を含めた高齢者福祉事業の運用につきまして

は、社会福祉協議会と一層の連携を図り、高齢者の健康保

持と生きがいのある生活を援助してまいります。 
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 「障害者・障害児福祉の充実」につきましては、現在、

当町では人口の約８％の方が、何らかの障がいを有してい

ますが「障害者総合支援法」の施行により、制度格差が解

消されてきています。こうした中、本年度が最終計画年度

となる「障害者基本計画」や、その実施計画である「第４

期障害福祉計画」を新たに策定し、これらの適正な運用は

もとより、福祉用具の給付や相談支援などの各種サービス

を継続して、障がいがある方にとっても、暮らしやすく住

みよい環境づくりや情報提供に努めてまいります。 

 また、全国的に発達障害や発達に心配のある幼児・児

童が増加していると言われております。当町でもわずかで

はありますが増加傾向が見られますので、「こども発達支

援センター」を中心に、町内の教育機関・関係機関と連携

するとともに、巡回相談や心理士などの専門支援回数を増

やし、さらなる指導並びに相談支援の充実に努めてまいり

ます。 

 次に『子育て支援』についてでございますが、未来の

当町を担う子どもを生み育てる環境づくりは、大変重要な

課題であります。安心して子どもを産み育てられる、そし

て時代を担う子どもたちが健やかに成長できるよう、本年

度から妊婦健診時の通院費を助成する「妊産婦安心出産支
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援事業」を実施します。さらには、紙おむつ、ミルク等を

支援する乳児養育支援事業の拡充版である「あかちゃんす

くすく応援券交付事業」を実施し、子育てにかかる経済的

負担の軽減を図るとともに、保育園や幼稚園の利用者負担

の助成も継続して実施するなど、乳幼児や子どもの健やか

な発育と療育支援など少子化対策に努めてまいります。 

「保育体制の充実」につきましては、安心して子育てと

仕事の両立ができる社会を確立していくため、関係機関等

で幼稚園と保育園の将来像について検討してまいりまし

た。昨年末には議会の皆さまにも経過を報告させていただ

きましたが、３１年度開園を予定し町立保育園と摩周丘幼

稚園を一つにした「認定こども園」への移行に向けた準備

に取り組んでまいります。学校法人を運営主体とし、行政

がより連携を深め下支えする「公私連携型 幼保連携 認定

こども園」を目指します。また、移行により保育料の大幅

な変化や児童に新たな負担が生ずることがないように対

応してまいります。保護者の皆さまには説明会を開催して、

十分にご理解を賜るとともに、保育士・幼稚園教諭らの研

修、事務引き継ぎなど、円滑な移行に向けた準備を進めて

まいります。 

「子どもが安全・安心に暮らせる環境づくり」につきま
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しては、子どもの貧困やその連鎖が社会的な課題となって

おりますが、国の交付金を活用するなどして、これらの実

態把握に努めてまいります。 

地域の子育て支援拠点事業であります「子育て支援セン

ター」につきましては、未就学児がいる家庭への訪問支援

を充実させ、近年、薄れているとされる親と子の愛情の絆

を深めるための支援、育児での孤立や不安、負担感の解消

につながる支援や、保護者の育児疲れを解消する母親講座

なども実施してまいります。また、「放課後児童クラブ」

につきましては、引き続き働く保護者の支援と、利用児童

の安全・健康を確保し、社会性や自主性の向上に努めてま

いりますとともに、施設の老朽化対策や児童のさらなる安

全性の確保についても検討してまいります。 

併せて「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、要保

護児童や障害児等を含めた、地域の子ども・子育て家庭全

体を対象とした支援を進めると共に、要保護児童対策地域

協議会を中心に、児童虐待防止や虐待事案などに対応して

まいります。 

次に『生活基盤の向上』に関してでございます。 

 まず、上水道事業につきましては、引き続き老朽管の

改修、検定満了水道メーター器の交換、配水施設の整備を
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行い、町民の皆様への安全・安心な水道水の供給に努めて

まいります。 

温泉事業につきましては、維持管理体制の強化を図り、

温泉の安定供給に努めてまいります。 

下水道事業につきましては、引き続き摩周地区の整備事

業を実施し、供用区域の拡大に伴う生活環境の改善を執り

進めてまいります。弟子屈浄化センターにおいては、施設

の長寿命化を進め、適正な汚水処理を図ってまいります。 

また、下水道処理区域外の地域においては、汚水処理方

法など具体的な検討を進めてまいります。 

公営住宅につきましては、住生活基本計画に基づき、こ

れまでの５ヶ年で１２棟５２戸が完成し、今年度より泉ヶ

丘団地２棟８戸の建設と敷島団地の実施設計を予定して

おります。また、改修事業につきましては、公営住宅等長

寿命化計画に基づき、みはらし台団地４号棟の給排水設備

の改修・北側壁断熱の補強など、長寿命化改善工事や住環

境の改善工事と併せて、物置の改築と３・４号棟前通路の

改良も実施してまいります。なお、民間住宅の新築・リフ

ォーム支援につきましても、これまでの住宅建設促進事業

を継続してまいります。また、公営住宅のみならず民間住

宅を含め、空き家対策や空き家バンクと連携し、町の住宅
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施策の推進を図ってまいります。 

都市公園につきましては、公園施設長寿命化計画に基づ

き、引き続き水郷公園を中心に施設の老朽化に対する改

築・更新を図るとともに、水郷公園幼児広場の改修を実施

し、利用者がより安全で快適に利用できるよう公園整備を

行ってまいります。 

泉町７号線の改良・舗装工事を継続して実施し、新規事業

として弟子屈原野９線防雪事業を進めてまいります。また、

道路橋梁施設につきましても、橋梁長寿命化修繕計画に基

づき、南弟子屈橋の改修など、既存橋梁の修繕を計画的に

進め、地域の道路網の安全性・信頼性の確保を図ってまい

ります。また、弟子屈消防署から国道２４１号線交点まで

の道路改良につきましては、北海道が実施する街路整備事

業による用地の取得及び物件移転に係る補償契約等が実

施される予定となっております。 

次に『安全・安心の確保』に関してでございますが、27

年 5 月に施行されました「空き家等対策の推進に関する特

別措置法」に基づいた倒壊等の恐れのある空き家につきま

して、２８年度において１件３棟を除却いたしました。 

空き家の管理につきましては、所有者又は管理者が行う
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事が基本であり、引き続き所有者等への管理徹底の指導を

はじめ、危険な状態になる前の対応を強化してまいります。 

「生活安全の確保」につきましては、交通安全対策とし

て弟子屈警察署や各関係機関・自治会などと連携した交通

安全運動を推進して、交通事故の無い安心して暮らせるま

ちづくりを進めてまいります。 

生活安全対策としては、組織的に巧妙化される新手の振

り込め詐欺や、不審者の出没など、不安を感じる犯罪が全

国的に後を絶たないのが現状であり、防犯協会、暴力追放

運動推進協議会などの関係機関と連携し、町民が安心して

暮らせるよう犯罪防止に努めてまいります。 

「消費者活動の充実」では、弟子屈消費者協会、弟子屈

警察署をはじめとする、各関係機関との情報共有を図り、

消費者被害を防止するための意識啓発を継続的に行いな

がら、消費者行政のさらなる推進に取り組んでまいります。 

「災害対策の充実」につきましては、整備を進めており

ました弟子屈消防庁舎が完成し、新たな場所での業務を本

年７月下旬頃より開始する予定であります。総合的な防災

拠点として、地域住民の皆さまが安心・安全を享受でき、

親しまれる施設として活用頂けるよう努めてまいります。 

防災に関しましては、河川や土砂災害等への防災、減災
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対策をはじめ、火山防災での避難計画の策定作業を進める

など、引き続き関係機関と連携を図り、さらなる防災体制

の確立を図ってまいります。併せて、備蓄品の計画的な整

備、防災マップの作成を進めてまいります。 

次に『学校教育の充実』に関してでございます。 

いかなる時代においても、子どもたちが心豊かにたくま

しく生きていく能力や意欲を培うことは私たちの願いで

あります。 

地域に根ざした特色ある教育活動を推進し、学力向上や

子どもたちの健やかな成長のために、家庭や地域に信頼さ

れる学校づくりを積極的に推進してまいります。特に、外

国語教育につきましては、本町と包括連携協定を締結して

いる玉川学園との連携による「イングリッシュ・キャンプ」

の実施や小学校教員の英語指導力向上のための講座を開

設してまいります。 

また、引き続き、よりよい学習習慣や生活習慣の確立に

向け、町学力調査や新体力テスト等、各種調査を活用した

学習指導の充実に努めるとともに、子どもたちの豊かな心

を育むため、様々な体験活動の機会を一層充実させてまい

ります。 

弟子屈高校の支援につきましては、川湯地区並びに屈斜
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路地区からバスで通学している生徒の通学費を町が全額

助成するなど、一層保護者の負担軽減を図るほか、文化・

スポーツ等の全国全道大会出場への助成に加え、進学や就

職のための支援を継続し「魅力ある学校づくり」の支援を

積極的に進めてまいります。一方で、北海道教育委員会に

よる公立高等学校の適正配置計画から危惧される存続問

題に関しましては、現状での維持を今後とも町民の皆様と

ともに、あらゆる機会を通じて働きかけてまいります。 

次に『社会教育活動の推進』に関してでございます。 

少子高齢化や核家族化、価値観の多様化が進む中で、心

豊かで生きがいのある地域社会を形成するためには、町民

一人ひとりの自主的な学びや町民同士の学びあいを通じ

て、相互の絆を深め地域の活性化を図ることが重要となっ

ております。 

また、学校や家庭、地域との連携を深めながら、本町の

豊かな自然環境や歴史・文化等を有効に活用した学習機会

の充実に努めるなど地域ぐるみで心豊かでたくましい子

どもの育成を図ってまいります。 

次に『文化・スポーツ活動の推進』に関してでございま

すが、町民誰もが文化活動やスポーツ活動に親しみ活発に

展開されるよう文化・体育関係団体との連携や協働に努め
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るとともに、団体活動や全国・全道大会への出場を支援し

てまいります。 

また、本町には、貴重なアイヌ文化や近代に繋がる歴史

があります。引き続きアイヌの人々の伝統的な歴史や文化

に関する知識の普及・啓発に努めるとともに、将来に向け

てより一層アイヌ文化の振興・発展が図られるよう取り組

んでまいります。また同時に、近代に繋がる歴史的資料の

保存・継承を図ってまいります。 

次に『人材育成・人づくり・人材の確保』に関してでご

ざいます。 

現在積極的に地域に溶け込み活動中である４人の地域

おこし協力隊を含め「地域の魅力を高める人材育成」に取

り組んでまいります。 

２９年度は新たに４人の協力隊員を募集する予定とし

ております。 

また、地域の担い手として活躍できる人材や、多様化す

る地域づくりに資する人材の育成を図るため、「ふるさと

づくり人材育成事業」を充実強化します。こうした取り組

みを進めることで、若い世代の定住化にも積極的に取り組

んでまいります。 

次に『まちづくりを支えるネットワークの形成・交流活
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動支援』に関してでございますが、地域づくりの人材のネ

ットワーク化はもちろん、人材の情報交換ができる「人財

バンク」制度の活用を図り、誰もが活躍できる社会の構築

と、地域間交流や町外からの定住促進、玉川学園との連携

事業を進めてまいります。 

次に『ともに汗をかき進めるまちづくり』についてでご

ざいますが、南弟子屈地域の自治会員や、地域おこし協力

隊、行政、民間事業者、外部有識者など多様な方々で構成

する、同地域活性化協議会が「人が集まり集う、まちの玄

関口、南弟子屈」を将来ビジョンに定め、旧昭栄小学校の

跡地利用を含め、南弟子屈地域が活性化し、地域が自立し

稼げる具体的な取り組みを実施してまいります。また、男

女共同参画につきましても国の指針に基づき、計画を策定

してまいります。 

次に『時代に即し、透明性の高い行政運営』に関してで

ございますが、「広報てしかが」を主体に、町公式ホーム

ページの充実や、新たに構築した「メール配信サービス」

などを活用し、町民向けの情報提供の充実を図るとともに、

進学などにより転出した子供たちや、移住を希望する町外

の方、町内に進出を希望する企業など、町外に向けても、

広く情報を発信し、魅力ある弟子屈町をＰＲしてまいりま
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す。また、タウンメールや、町民アンケート、町政懇談会、

自治会総会などを通じて、皆さんからのご意見を頂戴する

ことで、これからの町政運営に反映させてまいります。 

次に『的確で効率的な行政運営』では、今まで準備を進

めてまいりましたマイナンバー制度の国との情報連携が

本年 7 月より開始されます。情報連携後におきましても個

人情報等の管理において的確に対応してまいります。 

 また、職員個々の能力、資質の向上においては、様々

な研修制度を活用すると共に、昨年から導入した人事評価

制度が、人材育成につながるようさらなる取り組みを進め

てまいります。 

町税につきましては、納税者の皆様に、自立した町づく

りのための主要な財源としての理解と協力をなお一層求

めつつ、各種滞納処分の強化と啓蒙活動の実施により、さ

らなる税収の確保と、納めやすい環境づくりの一環として、

コンビニ収納の準備を進めてまいります。 

ふるさと納税につきましては、２８年度からクレジット

カードによる寄附の受け付けや返礼率、返礼品の内容を充

実させましたが、２９年度は経済の好循環、各事業者や生

産者が儲かる仕組みとなるようこれまで以上に各関係団

体と協議しながら積極的に取り組んでまいります。 
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次に２９年度予算について申し上げます。 

一般会計予算は、総額７２億８千１００万円で、前年度

比６．４％の減額。国民健康保険特別会計など６つの特別

会計の合計額は、３０億７千７０８万６千円で、前年度比

２．７％の減額となっております。 

国の地方財政計画では、昨年６月に閣議決定された経済

財政運営と、改革の基本方針２０１６に基づく地方一般財

源総額は前年度並みとなっておりますが、地方税収等の増

加が見込まれていることから、地方交付税における国全体

の予算額は前年度比２．２％の減額となっております。 

本町の一般会計の歳入では、地方交付税が国の地方財政

計画と同程度の減額で見込み、歳出では弟子屈消防署の移

転改築の主体工事が終了したことや、公営住宅建替事業を

２８年度へ前倒して計上したこと、各事務事業の見直しな

どにより前年度から減額となっております。 

今後も経済情勢や国の制度、有利な起債などを活用して

健全で持続可能な財政運営に努めてまいります。 

以上、町政運営に臨む基本的な方針と主要な施策の概要

を申し述べました。 

将来にわたって町民の皆さまが、豊かで幸せに安心して
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暮らし続けられるよう、職員とともに全力で取り組んでま

いります。町議会並びに町民の皆さまのご理解とご協力を

賜りますよう、心からお願い申し上げ、町政執行方針とい

たします。 

 

 

 


