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平成３１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させていただきますが、

本年は任期の折り返しを迎える年であります。町民の皆さ

まが豊かで幸せな町を実感できるよう、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。 

 

 国の経済政策であるアベノミクスの推進により経済の

好循環は着実に回りつつあると言われており、１０月１日

における消費税率の１０％への引上げを確実に実現でき

る経済環境を整備するとともに、消費税率引上げによる需

要変動の平準化に万全を期すとしております。 

しかしながら、少子高齢化、東京一極集中による人口減

少が急速に進み、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

然として厳しい経済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

減少や、経済の低迷、財政の健全化など山積する諸問題に
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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、自然環境の保全と活用、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

地域循環型経済の更なる推進と新たな雇用の創出、これか

らを担う子どもたちなど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、戻って来たいと思え

るまちづくりを進めてまいります。 

平成３１年度は、第５次弟子屈町総合計画後期実行計画

の３年目で地方創生戦略の最終年となります。そのため、

各施策の目的と成果の検証を徹底的に行うとともに、まち

の将来像の達成に向けて、「オンリーワンの政策を磨き上

げて人口減少をストップする」を基本方針とし、『自然資

源の保全と活用により魅力と価値を高める取り組み』、 

『中心市街地再構築に向けた取り組み』、『まちの魅力や取

り組みの情報発信』を最重点として取り組んでまいります。 

 

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３１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。 

摩周湖の環境保全につきましては、北海道総合研究機構

と連携し大気汚染や森林など環境への影響調査を引き続

き行うとともに、国立環境研究所で実施しておりました摩

周湖モニタリング調査は、清里町、別海町、中標津町、標

茶町、本町が中心となり、玉川大学、環境省、林野庁、民

間団体により設立した「摩周湖環境保全連絡協議会」にお

きまして継続して実施し、摩周湖周辺流域の長期的な環境

保全と神秘性の保持につなげるとともに、情報を広く発信

し、地域振興へとつなげてまいります。 

また、本年８月には、大気環境の保全と美しい星空や青

空を地域資源として、観光振興やふるさと教育を推進する

ことを目的とした「第３１回星空の街・あおぞらの街全国

大会」を開催することとなりました。この大会を機に、更

なる環境保全に向けた意識の向上と本町の星空や青空を

活用した観光振興及び本町のＰＲにも努めてまいります。 

 

次に『循環型社会の構築』に関してでございます。 

昨年、旧営林署跡地で掘削致しました源泉につきまして

は、温度がおよそ１００℃前後と予想され、本年は掘削し
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た井戸の能力調査試験及びバイナリー発電並びに給湯事

業の活用に向けた設備の検討を行ってまいります。また、

アトサヌプリ湯沼地区の地熱を利用した発電事業につき

ましては、送電網の容量が不足するとの見解が示されまし

たが、現在、北海道電力が本年９月に再算定することから、

その結果を注視しながら事業再開の準備を進めてまいり

ます。 

温泉だけではなく地熱の利用は町の最大のプロジェク

トで、道内のトップランナーとなる取り組みでありますの

で、ご理解とご協力を頂きながら事業を進める考えでおり

ます。 

 

次に『足腰の強い産業育成』に関してでありますが、 

まず、本町の農業を取り巻く環境は、後継者問題、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

いています。 

また、TPP 環太平洋経済連携協定や EU の経済連携協

定も発効されるなど、農業情勢は大きく動き始めました。

各農家が安定した経営を図ることができるよう、本町とＪ

Ａ摩周湖等で構成しております「弟子屈町農業政策推進会
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議」において、農業経営の継続的な基盤整備に向けての具

体策を検討してまいります。 

酪農・畜産につきましては、昨年は９月に起きましたブ

ラックアウトの影響や天候不良による自給飼料の品質低

下等があり、生乳の生産量は若干減少したもののほぼ例年

並みを確保した状態ですが今後に及ぼす影響は未だ懸念

されます。 

改めて乳質改善の取り組みや酪農ヘルパー事業への支

援、家畜防疫対策やエゾシカの農業被害対策等を徹底する

ことで、生産環境が安定するよう取り組んでまいります。 

農業の担い手育成対策につきましては、昨年は酪農で１

件が新規就農しました。早く経営が安定し軌道に乗るよう、

ＪＡ摩周湖や農業改良普及センター等と連携し営農支援

をするとともに、多様な農業経営が出来るよう研究を進め、

中小規模でも営農が継続できる仕組みづくりや酪農実習

生、後継者となる研修生の受け入れ、都市部における就農

相談会への積極的参加など、引き続き本町の酪農・畑作を

ＰＲして更なる担い手確保に取り組んでまいります。 

家畜ふん尿の臭気対策につきましては、昨年新たに町内

に建設されましたバイオガスプラントに対して固定資産
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税相当額を助成する等、臭気低減に向けた取り組みを推進

してまいります。 

畑作につきましては、昨年は生育期に悪天候が続き、大

変厳しい年となりました。 

安定した経営の為には経営所得安定対策等の制度の継

続が必要でありますので、国に対しても強く要望をしてま

いります。また、経営形態の見直しやそれに付随した輪作

体系の確立、機械導入による省力化等の支援を引き続き行

ってまいります。 

平成２４年度から本格的に栽培を始めたワイン用ぶど

うにつきましては、まずは生産量増加の取り組みと共に、

醸造所の建設計画を進めていき、新たな特産品として町民

の皆さまに愛される地元ワインに育てて行くとともに、地

場産イチゴを原料としたワインの開発にも着手してまい

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、事業も終盤

を迎え排水対策を終えた圃場は見違えるように良くなり、

事業の成果を実感しております。 

また、道営の公共牧場整備では本年更にもう１棟の育成
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舎が完成いたします。これにより希望の多かった冬季預託

に応える事ができ、酪農の労働力軽減に一層効果を発揮す

るものと期待をしております。 

森林・林業では、今回、新たに創設されます（仮称）森

林環境譲与税を財源とした基金を設立し、これまで森林所

有者が実行できなかった経営管理を、意欲と能力のある林

業経営者へ再委託することや後継者の育成支援などで適

切な森林の経営管理を促進します。 

また、木育行事の実施など、木と森林・林業にふれあう

機会を創出して、木材利用の普及啓発を図ってまいります。 

水産業では、屈斜路湖にはワカサギ等多種多様な魚類資

源が豊富であり、遊漁者のみならず他地域の漁業関係者か

らも注目されております。遊漁者が安全に楽しむことがで

きるよう環境整備に努めるとともに、魚類の資源を守り、

地域の特産品や、雇用の創出に向けて、今後も漁業協同組

合の設立に向けた取り組みを継続してまいります。 

本町の観光産業は、昨年発生した北海道胆振東部地震と

それに伴う停電や風評被害により、９月の宿泊者数が対前

年同月比２３％の落ち込みになったところであります。 

その後、国の「ふっこう割」や町独自の宿泊支援策により
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回復傾向にありますが、観光産業だけで損害額は６千万円

程度と地域経済にも大きな影響が出たところであります。 

一方で、台湾の協会と一般社団法人摩周湖観光協会がサ

イクリングを通しての友好協定を日本で２番目に締結し

たところであります。台湾は近年サイクリング愛好者が急

増しており、サイクリング観光客の増加に期待しておりま

す。また、来年は東京オリンピック・パラリンピックが開

催され、ヨーロッパやアメリカからの観光客も一層増える

ものと考えております。 

近隣地域を含め観光協会や宿泊施設が中心となり町を

挙げての誘客事業として、平成３０年度は「ふっこう割」

をメインとした商品の提供でしたが、平成３１年度におい

ても冬期間の商品を早期に造成し、釧根管内を中心にプロ

モーション活動を行ってまいります。 

てしかがスタイルのエコツーリズム推進全体構想に基

づき、硫黄山の登山や屈斜路湖周辺のトレイルコースの整

備を進めており、滞在型の新たな商品の造成を図り自然や

歴史文化を感じて頂くとともに、併せて食の地産地消によ

り、地域の食材の再確認や食文化への関心を高める取り組

みも一層進めてまいります。 
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本町全体の効率的情報発信やプロモーションを展開し

広く集客を図ることは基より、広域観光の観点から阿寒摩

周国立公園広域観光協議会や水のカムイ観光圏などと連

携を図りながら各種事業を進め、課題の２次交通も「ひが

し北海道自然美への道ＤＭＯ」などと調整しながら進めて

まいります。 

また、川湯温泉街の再整備につきましては、一部経営者

の交代や仁伏地区の休業ホテルへの投資が決まり開業準

備に入ったところでありますが、阿寒摩周国立公園満喫プ

ロジェクトを活用して、平成３１年度は懸案でありました

旧華の湯ホテルの解体工事が国により実施されることと

なりました。引き続き他の廃業ホテルの解体に向けても、

国からの支援をお願いしていく考えであります。 

川湯温泉街の整備につきましては、国からの支援が期待

出来る最後のチャンスと捉えており、これらの大型事業を

進めるうえで企業誘致や本町への民間投資を促すことは

不可欠であります。財政状況が厳しい状況下でありますが、

引き続き万全の体制で推進してまいります。  

次に商工関係につきましては、後継者問題による空き店

舗も増える状況にあることから、引き続き空き店舗を利用
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して新規開店や従業員を雇い入れる事業者への支援をは

じめ、経営安定化や設備投資に対しての融資も継続してま

いります。 

雇用対策では、求人情報を一元化して広報紙や町のウェ

ブサイトで紹介するとともに、状況に応じて首都圏など町

外にも求人や起業を促す機会の情報を発信する必要があ

ると考えております。 

観光施設につきましては、訪日外国人の増加に伴い多言

語標記やＷｉ－Ｆｉ（ワイファイ）の整備を進めており、

今後とも利用者目線でナショナルパークに相応しい環境

や施設を目指してまいります。 

また、道の駅「摩周温泉」でありますが、地域活性化の

拠点となり、効果的な取り組みが期待できる道の駅として

本年１月に「重点道の駅」として国土交通大臣の認定を受

けたところであります。補助事業が優先採択されるなどの

メリットがありますが、国の後押しにより広域的な情報発

信拠点及び災害時の防災拠点としての機能向上を図りな

がら、道東地域観光の玄関口としての役割を担い、より一

層利用者に評価される道の駅として努めてまいります。 
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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、いきいきと安心

して暮らせるよう、心身の健康増進を図る計画の「元気て

しかが２１」を達成する取り組みを推進してまいります。

特に朝食欠食率の低減・高血糖値の抑制・自殺者の減少を

重点課題として取り組むほか、特定健診・各種がん検診の

受診率向上に取り組みます。 

特に、自殺対策につきましては、庁舎内に設置した対策

本部会議によって策定中の「弟子屈町自殺対策計画」の運

用を進めてまいります。 

国が推進する「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」を実

現するために、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す。 

また、現在、全国的に蔓延が危惧されている「風疹」に

つきましては、抗体検査や予防接種など、今後の国の指示

により適切に対応してまいります。 

日本人の死因第３位の脳血管疾患につきましては、早期

発見・早期治療へ結びつけるため「脳ドック」受診費用の

一部助成を行い、疾病の早期発見に努めてまいります。 
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「医療環境の充実」につきましては、地域に病院がある

ことの重要性を認識するとともに、地域医療の実情を把握

し、よりよい医療の確保を図ります。特に摩周厚生病院の

老朽化した医療機器の更新についても支援してまいりま

す。 

また、介護報酬が改訂されたことによる、介護療養病床

から長期的に医療と介護を必要とする方を対象とした「介

護医療院」への順次転換が図られるなど、今後とも各介護

施設との円滑な連携に努めてまいります。 

また、高校生までの医療費実質無料化施策である、子育

て応援医療費還元事業を引き続き実施し、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、適正な保険税額

の設定や特に糖尿病の重症化予防事業などの保健事業の

実施による医療費の抑制に取り組んでまいります。 

 

次に『地域福祉の充実』に関しまして、「福祉社会の充

実」では、誰もが住み慣れた地域で安心して健康に暮らせ

るよう地域の支えとなるボランティア組織への支援のほ
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か、社会福祉協議会との連携強化に努め、福祉環境の整備

や人材の育成にも積極的に支援してまいります。 

「高齢者福祉の充実」につきましては、本町の高齢化率

は今後も増加する見込みであります。病気や独居による孤

独感から、外出を控える高齢者も少なくないことから、こ

れまで以上に地域をあげての見守りやコミュニケーショ

ンの場の提供が必要となっております。そのためには多く

の方が生涯にわたって健やかな生活が送れるよう、地域コ

ミュニティへの加入促進や生活困窮者、一人暮らしの高齢

者に対するケアを充実させるほか、介護予防事業の拡大と

体制の強化を図ってまいります。 

「障害者・障害児福祉の充実」につきましては、地域の

支え合い体制の強化のほか、自立と社会参加への支援、生

活基盤とサービスの充実に取り組んでまいります。 

また、全国的にいわゆる気になる幼児・児童が増加して

きており、本町でも増加傾向が見られます。「こども発達

支援センター」を中心に、出生から高校生までのこどもの

様子を引き継ぐ手帳「（仮称）こどもサポートファイル」

の配布をし、子育ての様々なニーズに応じた適切な指導や

引き継ぎ、支援を行うためのツールとして活用いたします。 
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支援が必要な子どもたちに、様々な療育支援を実施しな

がら、教育機関・関係機関と連携し、個々の成長・発達を

促してまいります。 

 

次に『子育て支援』に関してでありますが、平成２７年

に策定した「子ども子育て支援計画」は平成３１年度が計

画期間の最終年度のため、新たに改訂をして子育てに関す

る施策を見直してまいります。 

「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、「産前、産後サポート

事業（妊娠出産包括支援事業）」、「新生児聴覚検査事業」

を新たに実施し、出産、育児に対する不安の解消を図ると

ともに、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」と「あかちゃんすくすく応援券交付事業」は継

続実施し、妊娠、子育てにかかる保護者の経済的負担の軽

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

育園や認定こども園の利用者負担の助成、低所得世帯への
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「特定教育・保育等支援事業」も継続して実施し、乳幼児

や子どもの健やかな発育と養育支援、保護者の就労支援と

いった少子化対策に努めてまいります。  

町立おひさま保育園と摩周丘幼稚園を一つにした「認定

こども園ましゅう」につきましては、昨年末には施設改修

等も終え、４月開園に向けて準備が進んでおります。 

この園は「公私連携幼保連携型認定こども園」として、

「公」と「私」が強く連携し、双方の関係者で運営委員会

を設置し、就学前教育・保育の充実を図ってまいります。

定員は当初１３５人とし、保育教諭等の処遇改善も実施す

ることにしております。また同時に、幼稚園在園児の保育

料が保護者にとって大幅な負担増加にならないよう、激変

緩和策等を講じます。 

子どもの貧困やその連鎖が地域全体の将来の経済的な

損失となるとして社会的な課題となっておりますが、本町

ではその芽を摘むために、官民一体となった「子どもの居

場所づくり推進事業」の取り組みを継続してまいります。  

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」では、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。 



16 
 

また、「放課後児童クラブ」につきましては、皆様から

のご理解をいただき、校舎改修も無事に終了いたしました。

４月から町内の児童クラブは、それぞれ学校施設での運営

がはじまります。今後とも保育の質を高めるため、そして、

地域で子どもたちを見守り育てるため、支援員の研修の充

実はもちろん、学校との連携強化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、町民の皆様への安

心・安全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も、温泉利用者への安定した給湯

運営に努めてまいります。 

下水道事業につきましては、引き続き摩周観光文化セン

ターまでの排水処理に向けた管渠工事を進めてまいりま

す。 

また、下水道計画区域を除く地域では、合併処理浄化槽

の設置費用の一部を助成する制度を創設し、生活環境の改

善と公共用水域の水質保全に努めてまいります。 

 



17 
 

「公共交通の維持」につきましては、環境にやさしく、

生活交通と観光交通が一体となった交通体系の構築を目

指して策定する「弟子屈町地域公共交通網形成計画」に基

づき、ＪＲ釧網本線とのアクセス性や、交通空白地域の解

消など、可能なものから見直し、実情に合った公共交通網

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は、生活路線だ

けではなく、外国人旅行者等を含む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、ＪＲ北海道が

現在策定作業中のアクションプランに基づいた存続に向

けての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、

安心して暮らせる居住空間を目指し、町営住宅の建替え事

業を行っているところであります。敷島団地１棟４戸の建

設、また、 別団地は１棟３戸の建設と道路・駐車スペー

スの造成などを予定しており、良質な住宅ストック形成に

努めるとともに管理戸数の適正化を図ってまいります。 

また、民間住宅の新築・リフォーム支援につきましても

継続して実施してまいります。 
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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・更新を図り、利用者がより安全で快適に利用でき

る公園整備を行ってまいります。 

町道整備につきましては、奥春別団地線、 別西５号線

の改良工事、弟子屈原野９線防雪柵新設工事を継続すると

ともに、釧路川右岸沿線の舗装補修工事を新たに実施して

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

性と信頼性の確保を図ってまいります。 

除雪につきましては、除雪ドーザー１台を更新し、安定

した道路除雪と作業効率の向上に努めてまいります。 

また、旧弟子屈消防署跡地から国道２４１号線交点まで

の北海道が実施する街路整備事業につきましては、 

２０２０年度から２ヶ年で工事が行われる予定であり、そ

れに伴う用地買収、物件移転及び支障木伐採に係る補償契

約等を実施する予定であります。 

 



19 
 

次に『安全・安心の確保』に関してでございます。 

「生活安全の確保」につきましては、警察署や自治会・

関係機関と連携した交通安全運動の推進や、運転免許証を

自主返納された方への支援の継続など、交通事故や犯罪の

無い安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。 

「消費者活動の充実」では、弟子屈消費者協会をはじめ

とする各関係機関との情報共有を図り、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

の消費者行政の更なる推進に取り組んでまいります。 

「災害対策の充実」では、昨年、北海道胆振東部地震が

発生し、北海道内の発電所全てが停止するブラックアウト

を受け２日間に及ぶ長期停電の影響を受けたところであ

ります。 

このような長期間で町内全域に渡る停電は初めての経

験であり、発災時においては関係機関からのご協力やご支

援を頂きながら、最大限の対応を行ったところであります。 

この度の事案を受け、庁内での検討においては改善点な

どを洗い出し、本年は非常時の各種施設等における電力・

電源対策の強化を進めてまいります。 

また、引き続き防災訓練などを通し、関係機関との連携
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を強化し、火山や地震、土砂災害・河川防災など対策を進

めてまいります。 

 さらに、管理不全な空き家に対し、昨年も町の補助金を

活用し２件の除却を実施いたしましたが、そのほかにも住

民の皆さまを始めとした自発的な対応が図られてきてお

り、引き続き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、人口減少等の

課題を乗り越え、地方創生を実現していくために、人材育

成を担う教育の役割がこれまで以上に重要となっており

ます。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、各学校で特色ある教育活動を展開

してまいります。 

加えて、子どもたちのネット利用も含めた望ましい生活

習慣の定着を図るとともに、自他の生命を尊重する心や思

いやりの心などを育むため、学校と家庭、地域とが連携し

た取り組みを大切にしてまいります。 

更には、教育環境の整備・充実に努めるとともに、就学

児童・生徒・保護者への支援につきましては、本年度も継

続し、保護者の負担軽減等を図ってまいります。 
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町内唯一の高校である弟子屈高校についてであります

が、本年度新たに公設塾を開設するほか、各種支援を引き

続き行いながら、存続と魅力づくりのため、関係機関・団

体等との連携に努めてまいります。 

 

次に『社会教育活動の推進』に関しましては、町民一人

ひとりが活気に満ちた生きがいのある生活を送るために、

専門的な内容や地域の人材による様々な学習機会を提供

し、主体的な学習活動を支援してまいります。 

また、本年９月には「北海道女性大会」が５６年ぶりに

本町で開催され、全道から多くの方が参加されます。地域

の活性化に女性の活躍は必要不可欠であることから、女性

団体の活動促進に取り組んでまいります。 

 

次に『文化・スポーツ活動の推進』に関しましては、町

民誰もが文化やスポーツに親しむことのできる環境整備

に努めるとともに、全道、全国大会出場への助成、文化・

スポーツ団体活動に対する支援に加え、日本水泳連盟の認

定大会となった「屈斜路湖オープンウォータースイミング

大会」につきましても支援を継続してまいります。 
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町民共有の財産である文化財や郷土芸能につきまして

は、保存、伝承活動への支援を継続し、貴重な財産の継承

に取り組んでまいります。 

また、アイヌに関する新法の制定が予定されており、ア

イヌ文化に対する社会的関心が高まりを見せる中、屈斜路

コタンアイヌ民俗資料館の照明設備を改修し、展示環境の

改善を図るとともに、積極的に誘客活動を展開し、アイヌ

文化振興のため資料館の利活用促進及びコタン地域全体

の振興策について検討してまいります。 

 

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。 

昨年３月をもって任期満了退任となった４人の地域お

こし協力隊員については、退任後も全員が引き続きこの町

に定住し続けており、それぞれが各分野において活躍をさ

れております。 

そして現在は５人体制で積極的に地域に溶け込みなが

ら活動中であり、今後も地域の魅力を高める人材育成に取

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
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るまち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」を進めてまいります。 

こうした取り組みを進めることで、若い世代の定住化及

び町外からの移住促進と合わせて就業とのマッチングに

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』に関しましては、地域づくりの人材ネットワーク

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

交流の促進にも取り組んでまいります。 

 

次に『ともに汗をかき進めるまちづくり』に関しまして

は、地域のコミュニティ活動を引き続き支援して、若い世

代からお年寄りまで多くの町民や企業がまちづくりに参

加できるよう、連携を図りながら進めてまいります。 

特に南弟子屈地域活性化協議会では、引き続き旧昭栄小

学校の在り方を含め、南弟子屈地域が活性化する具体的な

取り組みを実施してまいります。 

また、山積する経済政策課題への解決策を見出すために、
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民間の実務経験者による政策相談業務についても引き続

き実施してまいります。 

 

次に『時代に即し、透明性の高い行政運営』に関しまし

ては、「広報てしかが」を中心とした情報提供を行うこと

はもちろん、町公式ウェブサイトの更なる充実と、ＳＮＳ

を活用した情報発信、また、地域情報や行政情報をまとめ

た動画を配信するなど、町の情報・魅力をより分かりやす

く伝えることに努めてまいります。 

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、皆さまからのご意見を頂戴するとともに、

これらを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』に関しましては、職員

研修や人事評価制度などを活用し、それぞれの能力、資質

の向上を目指し、組織、個人が成長できるよう人材育成に

取り組んでまいります。 

財源の確保としまして、町税につきましては、税負担の

公平性を保つため、預貯金や生命保険、給与等の差し押さ

えなどを積極的に行い、滞納の解消と税収の確保に努めて
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おり、徴収率については昨年度、現・滞合わせて９４.２％

と過去最高の実績となりました。 

今後とも、納税者の皆様には、まちづくりの根幹となる

財源としての認識を一層求めつつ、各種滞納処分の強化と

啓蒙活動の実施により、更なる税収の確保に努めてまいり

ます。 

ふるさと納税につきましては、より一層の返礼品の充実

と、ご寄附いただいた方に満足していただける使途と情報

提供に努めるとともに、特産品を返礼することによる経済

の好循環、各事業者や生産者が儲かる仕組みとなり、本町

の魅力を発信し地域振興につながるよう、各関係機関と連

携を図りながら特産品の PR に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７８億３千５百万円で、前年度比 

２００万円の減額。 

国民健康保険特別会計などの６つの特別会計の合計額

は、２７億３千９百７３万円で、前年度比０．４％の減額

となっております。 
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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。 

 

 本年５月１日には、新天皇のご即位によって３１年続い

た平成から新たな元号に変わります。新たな時代にまちの

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。 

今後も、町を取り巻くさまざまな課題に対応するため、

先に述べました施策を着実に実施することで「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。 

 

町議会の皆さま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。 

 

 

 

 

 


