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平成３０年町議会第１回定例会が開催され、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、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。 

 

 この５年間、国の経済政策であるアベノミクス「改革の

矢」により、雇用者数の増加、新卒者の就職率の改善、株

価の持ち直しなど、日本経済の成長軌道が確かなものにな

りつつあると言われております。しかしながら、尐子高齢

化、東京一極集中による人口減尐が急速に進み、農業や観

光業だけでなく、あらゆる業種での人材不足が深刻な問題

となっており、地方経済は、依然として厳しい状況に変わ

りありません。 

 この様な中でも、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」の実現に向け、人口

減尐や、地域経済の低迷、財政の健全化など山積する諸問

題に立ち向かって行かなければなりません。そのためには、

まちの特色である、再生可能エネルギーを活用した新たな

産業や、農業と観光業の連携による地域循環型経済のさら
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なる推進と新たな雇用の創出、これからの弟子屈町を担う

子どもたちなど積極的に地域で活躍できる人材の育成を

進め、一度町を離れた子どもたちが、再び弟子屈町に戻っ

て来たいと思えるまちづくりを進めてまいります。 

新年度における町政運営の基本的な考え方につきまし

ては、第５次総合計画の最終年度である平成３３年度まで

の間、「オンリーワンの政策を磨き上げて人口減尐をスト

ップする」を基本方針として「第５次総合計画」と「まち・

ひと・しごと創生戦略」に位置付けられている３つの重点

プロジェクトを、より集中的に実施し、実効性が高まるよ

う、計画・実行・評価・改善という PDCA サイクルで継続

的に進めてまいります。 

 

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３０年度の執行方針

を述べさせていただきます。 

 

まず、『自然環境の保全と活用』に関してでございます。 

平成 18 年に制定した弟子屈町環境基本条例に定める
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「共生」「循環」「協働」という三つの基本理念の具現化に

向けて「第 2 次環境基本計画」を新年度に策定し、さらな

る自然資源の保全に向けた意識向上とエコツーリズムを

中心とした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、北海道総合研究機構などの

学術機関と連携した大気汚染調査や森林への影響調査を

引き続き行うとともに、本年度をもって終了する国立環境

研究所の「摩周湖モニタリング調査」につきましては、本

町と関係機関が連携して、透明度調査などの水質モニタリ

ングを一部継続し、摩周湖の長期的な環境保全と、さらに

は、調査研究に関する情報を広く発信することで地域振興

にもつなげてまいります。 

「屈斜路湖」につきましては、引き続き湖水の適正利用に

向けて「自然を守ること、事故を起こさないこと」を目標

に動力船、無動力船の住み分けを明確にし、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。 

まず、本町における地球温暖化対策として、町内全域で

約２，１００灯ある防犯灯のうち、ＬＥＤ化の済んでいな

い、およそ１，４００灯について、国の支援制度を活用し、
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１０年間のリース方式によるＬＥＤ照明へ更新いたしま

す。これにより、防犯灯の省エネ・長寿命化を図ると共に

水銀灯などから発生する二酸化炭素の排出量を削減し、低

炭素化社会の実現を推進してまいります。 

地熱や温泉熱などの自然エネルギーの活用につきまし

ては、事業化に向けた調査研究を引き続き進めてまいりま

す。特に、地熱開発事業につきましては、昨年度から行な

っている湯沼アトサヌプリ地区での、地質や温度、蒸気の

状況などの調査を新年度も引き続き実施し、地域貢献型の

地熱発電所の誘致と、排熱を再利用した新たな産業を実現

させると共に、循環型社会の実現に向けた取り組みを推進

してまいります。また、北海道の支援のもと弟子屈市街地

区における、新たな源泉の掘削や公共施設でのバイナリー

発電の利用など、温泉の多角的な活用を図る取り組みを進

めてまいります。 

 次に『足腰の強い産業育成』に関してですが、本町の農

業を取り巻く環境は、後継者問題や労働力不足、飼料や資

材等の価格高騰など、依然厳しい状況が続いております。

家族経営を基本とする本町の農業の発展に必要な対策を

講じるよう、国へ要請していくとともに、農業経営の維
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持・安定を図るため、農協等と連携し継続的な基盤整備、

担い手の育成・確保、今後の農業生産のあり方などに対し、

積極的に対応してまいります。 

酪農・畜産につきましては、生乳の生産量は若干減尐し

たものの乳価が高値で推移していること、また、畜肉も高

値で推移しておりますが、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、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。 

農業の担い手育成対策としては、昨年酪農と施設園芸で

２戸が新規就農し、今後経営が安定軌道に乗るよう関係機

関と協力しながら支援をしてまいります。また、中小規模

でも営農が継続できるよう多様な農業経営の研究を進め

てまいります。農業実習生の受け入れや担い手となる研修

生の受け入れ事業や農家の環境整備につきましても、農協

と連携を密にしながら支援してまいります。 

畑作につきましては、昨年はここ数年で一番の作況であ

りましたが、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が必要であり、

国に対して強く要望をしてまいります。また、新たな作物

導入による経営形態の見直しや、それに付随した輪作体系
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の確立、有害鳥獣対策も継続してまいります。 

「葡萄色の旦（えびいろのよあけ）」につきましては、

ぶどうの生産量がまだまだ尐ない事から、苗木を増やし、

生産量増加に向けた取り組みを進め、引き続き新たな名産

品として町民のみなさんに愛されるワインに育てて行き

たいと考えております。 

基盤整備事業につきましては、現在、美留和地区におい

て、国営総合農地防災事業が継続して実施されております。

併せて、昨年先行して１棟の育成舎が供用開始した町営牧

場では、新年度さらに１棟建設するなど、国営・道営土地

改良事業等による基盤整備に努めてまいります。 

森林・林業につきましては、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、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。

高齢化により減尐している林業従事者の確保を図るため、

後継者の育成支援にも努めます。 

水産業につきましては、漁業協同組合の設立と、一日も

早い漁業権免許取得の取り組みを継続し、本町ならではの

新産業の創出を目指してまいります。 
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商工業につきましては、引き続き空き店舗活用事業に

よる支援や、道の駅「摩周温泉」などの各観光案内所を活

用して観光客による地域内消費に努めてまいります。ま

た、町内企業の域内調達の推進や、中小企業振興融資制度

による経営支援など、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、町内企業の人材確保に

向けた取り組みを進めてまいります。 

次に観光についてですが、長年の悲願でありました阿寒

摩周国立公園への名称変更や、関西と釧路を結ぶＬＣＣ便

の就航の決定など地域の観光にとって明るい話題が続い

ており、宿泊者数等低迷が続く中で、訪日外国人の宿泊数

も前年に比べ６千人増の２万５千人と３２％伸びており、

尐しずつ宿泊数が改善の方向に向かっていくものと期待

しております。引き続き、摩周湖観光協会や民間団体と連

携して商談会や営業など誘客プロモーションを実施して

まいります。 

現在環境省が進めております「国立公園満喫プロジェク

ト」に係る事業では、「摩周湖」「屈斜路湖」「川湯温泉・

硫黄山」が重点取組地域として、各種事業が行われており、
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川湯温泉街の廃ホテルの解体及び跡地の再利用について、

各関係団体と協議を進めており、観光業のさらなる振興

が期待されるところでございます。また、「エコツーリズ

ム推進全体構想」につきまして、えこまち推進協議会が中

心となり、今まで以上に官民連携を図りながら推進し、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や、地域経済の活性化を図り

選ばれる観光地を目指してまいります。 

さらに、広域観光につきましても、地域内交通の確保

など、周辺地域や各種団体と連携して観光客の利便性を高

める、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、地域資源を活用した新たな

産業を推進する企業など、今後とも本町にとって有益な企

業の誘致活動を積極的に進めてまいります。 

 次に『保険医療体制の充実』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

計画である「元気てしかが ２１」を基本に、健康づくり

推進委員との連携を強化し、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と、

生活習慣病の予防及び健康寿命の向上に努めてまいりま
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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、地域に病院があること

の重要性を認識し、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、摩周厚生病院への支援を継続すると

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、子育て応援医療費還元事業につきましては、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。更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、本年４月より財政運

営の主体が北海道に移行し、市町村との共同事業運営が開

始されることから、適正な保険税額の設定等、円滑な制度

移行と、適切な保健事業の実施による医療費の抑制にも取

り組んでまいります。 

次に『地域福祉の充実』につきましては、地域全体での

支え合いや人材育成を図るために、社会福祉協議会やボラ

ンティア組織への支援を継続し、適切な相談支援が実施で

きる体制づくりを推進してまいります。 
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「高齢者福祉の充実」につきましては、本町の高齢化率

が本年１月末現在で３８．０％と、４割近くの方が６５歳

を超える状況であります。こうした状況ではありますが、

現在、養護老人ホーム倖和園や特養摩周をはじめとする各

種施設において、要介護認定者の２人に１つのベッドが確

保できており、安心して暮らし続けることができる社会の

構築が進んでいるところでございます。 

また、成年後見や、在宅福祉などの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。 

 さらには団塊の世代がすべて７５歳以上となる２０２

５年を見据え、住まい・医療・介護・予防・生活支援の各

分野が互いに連携しながら支援する、地域包括ケアシステ

ムの構築を目指してまいります。また、介護人材の育成確

保に努めるとともに、介護予防の普及を図り、高齢者の健

康寿命の延伸に努めてまいります。 

「障がい者・障がい児福祉の充実」につきましては、現

在策定中の「障がい者基本計画」並びに「第５期障がい福

祉計画」「第１期障がい児福祉計画」に掲げた各種施策の
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実現に向けて取り組み、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、本町でも増加傾向が見ら

れることから「こども発達支援センター」を中心に、療育

支援を実施しながら、教育機関・関係機関とも連携し、個々

の成長発達を促してまいります。 

 次に『子育て支援』についてですが、未来の本町を担う

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

ながら、２８年度一年間の出生数は２５人と、過去最低を

記録しております。また、本年度に実施した子育て世帯実

態調査では、子育てに関する就学・医療等の経済的支援や

子どもたちの居場所づくりなどへ期待する声が多くござ

いました。 

「安心して出産・育児できる体制づくり」といたしまし

て、希望するすべての人が理想の子どもの数を実現し、安

心して子どもを産み育てられる、そして、次代を担う子ど

もたちが健やかに成長できるよう、新年度から「産前、産

後ケア事業」を開始して出産、育児に対する不安の解消を
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図ってまいります。また、妊婦健診時の通院費を助成する

「妊産婦安心出産支援事業」を継続実施します。本年度か

ら開始した「あかちゃんすくすく応援券交付事業」は、使

途を広げるなど、より使いやすくし、子育てにかかる経済

的負担の軽減を図ってまいります。 

「子どもが安全・安心に暮らせる環境づくり」では、保

育園や幼稚園の利用者負担の助成も継続して実施し、さら

に、就学前児童がいる低所得世帯に対し、各園が独自に徴

収する給食費、日用品、行事の参加費用等の実費徴収分を

補助する「保育園幼稚園就園支援事業」を実施するなど、

乳幼児や子どもの健やかな発育と療育支援といった尐子

化対策に努めてまいります。 

また、町立保育園と摩周丘幼稚園を一つにした「認定こ

ども園」は３１年度開園に向けて、施設の改修など具体的

な準備に取り組みます。こども園につきましては、学校法

人を運営主体とした「公私連携型 幼保連携 認定こども

園」として開園します。これまでの保育料の大幅な改定や

保護者に新たな負担が生ずることがないように配慮し、保

護者の皆さまから十分にご理解を得るとともに、保育士・

幼稚園教諭らの研修、事務引き継ぎなど、円滑な開園へ向



13 
 

けた準備を進めてまいります。さらに開園に向け全国的に

不足している、保育士確保に対する支援も実施いたします。 

子どもの貧困やその連鎖及び地域全体の経済的な将来

の損失が社会的な課題となっておりますが、「子育て世帯

実態調査」の結果を注視しながら、国や北海道の支援を受

けスタートしている「子どもの居場所づくり推進事業」の

取組みを進めてまいります。 

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、育児での孤立や不安、負担感の解

消につながる支援や、母親講座なども継続実施してまいり

ます。また、「放課後児童クラブ」につきましては、学校

施設の積極的な活用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。さらには保育の質を高めるた

め、支援員の処遇改善にも取り組んでまいります。 

 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

修及び管渠の耐震化、検定満了水道メーター器の交換並び

に美留和浄水場の改修を行い、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、



14 
 

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

業を実施すると共に、弟子屈浄化センター施設の長寿命化

を進め、適正な汚水処理を行いながら、生活環境の改善や

安定を図ってまいります。また川湯・美留和地区のほか、

下水道計画処理区域外の地域においては、適正な合併浄化

槽事業の展開を進めてまいります。 

公共交通の維持につきましては、公共交通空白地域の解

消や交通弱者の利便性を向上させるため、国の支援制度を

活用して「弟子屈町地域公共交通網形成計画」を策定し、

既存の路線バスやスクールバスなどの路線の再編、デマン

ドバスの運行など、新たな公共交通網の構築に取り組んで

まいります。また、JR 釧網本線の存続につきましても、

生活路線だけでなく、外国人旅行者等観光路線としての利

用拡大を図り、沿線自治体や北海道と連携し、国へ各種支

援を要望するとともに、JR 北海道や関係団体と存続に向

けた利活用策を推進してまいります。 

公営住宅につきましては、「住生活基本計画」に基づき

進めてまいりました泉ヶ丘団地は、計画した全ての建替え

が完了いたしました。引き続き、老朽化が著しい敷島団地
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敷島団地につき

ましては、１棟４戸の建設並びに４棟の解体と町道の改修

等を

と２棟の解体を予定しており、良質な住宅ストック形成に

努めるとともに人口減尐に即した管理戸数の適正化を図

ってまいります。 

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、みはらし団地５号棟の長寿命化改善工事や住

環境の改善工事と併せて、物置の改築と通路の改良、敷地

内防護フェンスの改修を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さらに充実させ継続してまいります。 

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、水郷公園他照明器具の LED 化

を実施し省エネ改修と併せ、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。 

の改良・舗装工事及び弟子屈原野９線防雪事業を継続して

実施してまいります。また、道路橋梁施設につきましても、
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橋梁長寿命化修繕計画に基づき、南弟子屈橋の改修と橋梁

点検等を実施し、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、北海道が実施する旧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、街路整備事業に

関わる用地の取得及び物件移転に係る補償契約等を引き

続き実施する予定であります。 

 次に『安全・安心の確保』に関してでございますが、空

き家管理につきましては、安全安心な生活環境維持のため、

住民の皆さまに適正な管理について周知し、さらに除却に

伴う助成制度等によって引き続き対応してまいります。 

 「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

安全運動の推進と併せて、新年度は、運転に不安のある高

齢ドライバーの運転免許証の自主返納を後押しするため

に、交通費の一部を支援する新たな制度を構築するなど、

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。 

生活安全対策や消費者活動では、弟子屈消費者協会、防

犯協会、弟子屈警察署をはじめとする各関係機関との情報
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共有を図り、消費者の安全と安心を確保するため、意識啓

発を継続的に行いながら、本町の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、引き続き、アトサ

ヌプリ火山における避難計画の策定や、全国瞬時警報（Ｊ

－アラート）システムの更新を進めてまいります。 

 さらに、災害対応の強化が望まれる拠点や避難収容施設

でのワイファイ環境の整備を進めてまいります。また、釧

別川も含めた防災、減災について、国、北海道な

ど関係機関と対策を進めてまいります。 

次に『学校教育の充実』に関しましては、子どもたちの

実社会で生きる実践的な力の育成を一層大切にして、信頼

される学校づくりを推進してまいります。地域社会との連

携を深める体制を整え、子どもたちがふるさとへの誇りや

愛着を深める体験活動を位置付けるなど、特色ある教育活

動を展開してまいります。 

また、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の協力による「イングリッシュ・

キャンプ」の継続実施や小学校教員の英語指導力向上のた

めの講座を開催してまいります。 
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さらには、本町の子どもたちが安心・安全な環境のもと

で育つことができるよう、生徒指導の充実はもとより、教

育環境の整備・充実及び就学児童生徒保護者への支援を実

施してまいります。 

弟子屈高校につきましては、未来を担う人材の育成や活

気ある町づくりに重要な役割を果たしてきており、本町の

発展に欠かせない大切な学校であります。しかし、この春

の入学予定者数が大幅に減尐し、１間口となる見込みであ

ることから、小中学校の児童生徒や保護者をはじめ、広く

町民の皆様のご理解とご協力をいただくよう取り組むと

ともに、中学卒業者数に応じた間口の確保に向け、北海道

教育委員会へ要請してまいります。また、弟子屈高校の存

続と魅力づくりのため、引き続き各種支援を行うほか、関

係機関との連携に努めてまいります。 

『社会教育活動の推進』につきましては、社会情勢の大

きな変化に対応し、生涯にわたって潤いのある心豊かな人

生を送るために、多様なニーズに対応した学習機会や学習

情報の提供など、町民の主体的な学習活動を支援してまい

ります。 

 また、次代を担う青尐年の健全な育成は、家庭、学校、
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地域が一体的に連携して取り組む必要があり、生活習慣や

学習習慣の改善や定着はもとより、多様な各種体験活動の

充実が図られるよう取り組んでまいります。 

次に『文化・スポーツ活動の推進』ですが、町民誰もが

日頃から手軽にこれらの活動に親しめる機会の充実を図

るとともに、文化協会、体育協会などの活動支援や全道、

全国大会出場への助成を継続し、また、スポーツ合宿誘致

のための環境整備を進めるなど、文化・スポーツの振興発

展に努めてまいります。 

町民の貴重な財産である文化財や郷土芸能につきまし

ては、引き続き保護、保存に努めるとともに、新たに地域

固有種の希尐植物について学術調査を進めてまいります。 

 また、屈斜路コタンアイヌ民俗資料館を活用し、アイヌ

民族の貴重な文化や伝統に関する知識の普及啓発に引き

続き努めてまいります。 

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

おこし協力隊員が本年３月をもって任期満了となります。

退任後も町内各分野で活躍されることを期待していると



20 
 

ころであり、今後の活動に関し、相談、支援できる体制を

引き続き整えるとともに、新たな協力隊員も募集して、地

域の魅力を高める人材の育成に取り組んでまいります。 

また、地域の担い手として活躍できる人材や、多様化す

る町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

動支援』につきましては、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を進めてまいります。 

『ともに汗をかき進めるまちづくり』につきましては、

地域のコミュニティー活動を引き続き支援して、まちづく

りへの町民や企業の参加を推進してまいります。特に、「人

が集まり集う、町の玄関口、南弟子屈」を将来ビジョンに

定めて活動している南弟子屈地域活性化協議会では、引き

続き旧昭栄小学校の利用を含め、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
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ます。また、新年度より移住体験住宅の運用も始めてまい

ります。 

また、新年度から、特産品の販路拡大や、観光業の再構

築など山積する経済政策課題の解決策を見出すために、本

町と関わりの深い民間企業を本年３月をもって退職する

実務経験者に、政策相談業務を委託し課題の解決を図って

まいります。 

次に『時代に即し、透明性の高い行政運営』につきまし

ては、「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、

町民向けの町政情報発信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、移住を希望する方など町外に

向けても、広く情報を発信しＰＲしてまいります。また、

タウンメールやウェブ版タウンメール、町民アンケート、

町政懇談会、自治会総会などを通じて、皆様からのご意見

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、効果的な研修へ

の参加や機会の創出などとともに、人事評価制度を起点と

した組織、個人の目標を明確にし、職員個々の能力と資質
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の向上に取り組んでまいります。 

町税につきましては、納税者の皆様には、自立した町づ

くりのための根幹となる財源との理解と協力を一層求め

つつ、各種滞納処分の強化と啓蒙活動の実施により、さら

なる税収の確保に努めてまいります。 

また、納めやすい環境作りといたしまして、昨年４月か

らの「クレジットカード収納」に引き続き、新年度は新た

に「コンビニ収納」を導入し、納税者の利便性の向上に努

めてまいります。 

ふるさと納税につきましては、お礼品の充実を図るとと

もに、寄せられた寄附金を、本町ならではの取り組みに活

用することを明確にするなどして、寄附していただく方の

さらなる満足度向上と、特産品の返礼による地域内経済の

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。 

次に新年度予算について申し上げます。 

一般会計予算は、総額 78 億 3 千 700 万円で、前年度比

7.6％の増額。国民健康保険特別会計など 6 つの特別会計

の合計額は、27 億 4 千 920 万 5 千円で、前年度比 10.7％

の減額となっております。 
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 一般会計では、平成２６年度借入分過疎債の元金償還や

地熱開発事業、ふるさと納税などが増加したことから前年

度よりも増額となっております。 

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。 

 

今後も、町の特性と目指す方向性をしっかりと見据え、

将来にわたり持続可能なまちづくりを推進してまいりま

す。町を取り巻くさまざまな課題を解決するため、これま

で述べました施策を着実に実施していくことで「豊かで幸

せな町」を実感できるよう、全力で町政を進めてまいりた

いと考えております。 

 

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。 

 

 

 


