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 平成２５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、町政執行に対する基本方針と主要な施策の概要を申

し上げさせていただきますので、町議会並びに町民皆様の

ご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

　私は、昨年１２月から４期目の任期をスタートしたとこ

ろでございますが、これまでの３期１２年につきましては、

高齢者や子育てなどの福祉政策、本町の２大産業である農

業と観光に関する政策のほか、豊かな自然を守るための環

境政策などに力点を置き、財政の健全化に配慮しながら町

政執行を進めてまいりました。

　最近では、町民皆様の安全で安心した暮らしを確保すべ

く、弟子屈中学校や給食センターの改築を含む公共施設の

耐震化のほか、快適な住環境を確保するため、公営住宅の

建て替えなどを行ない、さらにソフト面では、観光客をお

もてなしの心でお迎えする花いっぱい運動の推進や子育て

世代を応援する各種施策を講じてきました。

　これら各種施策の実現にあたっては、議員の皆様のご理

解と町民の方々のご協力をいただきましたことをあらため

てお礼を申し上げる次第であります。



　今後においても皆様との信頼関係を深めながら特色のあ

る行政運営を進めてまいります。

　以上のことを踏まえ、平成２５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」に関してですが、総合

計画の地域コンセプトにもあります「水と森」のシンボル

的存在であり、景勝地としても世界的な評価を受けている

「摩周湖」をより良い状態で次世代へとつなぐため、これ

までさまざまな取り組みを行ってまいりました。

　特に、環境保全と観光資源の適正利用の観点では、交通

規制や観光交通実験などを実施し、さらに科学的な見地と

しては、北海道総合研究機構や北海道大学などの学術機関

と連携し、大気汚染調査や森林への影響調査を行ってきた

ところでございます。

　２５年度においてもこれらの調査研究を継続して、摩周

湖から国内外に広く調査研究に関する情報を発信するとと

もに、環境保全を地域振興に結び付けてまいります。　

　屈斜路湖の魚類資源につきましては、貴重な地域資源で

あり、この保全や利活用は地域の遊漁振興としての持続的

な発展にかかせないものとなっております。



　このため、湖水の水質調査や魚類の放流事業を継続実施

するとともに魚類の保護や遊漁利用のあり方について関係

機関、団体等と引き続き協議してまいります。

　「循環型社会の構築」、「自然資源の有効活用」では、

自然再生可能エネルギーの導入拡大が国の大きな政策と

なっており、本町においても積極的に推進していく考えで

あります。

　厄介者であった雪を冷熱エネルギーとして利用する学校

給食センターの冷房システムについては、この４月から稼

働する予定であり、自然再生エネルギーの先進的施設とし

て児童生徒の環境教育にも活用して行く予定です。

　他にも太陽光発電など多様な再生可能エネルギーの導入

拡大を推進するため、情報の収集や普及啓発、導入支援に

努め、計画的かつ効率的なエネルギーの導入拡大を推進す

るとともに、引き続き自然再生エネルギーの有効活用に向

け、必要な支援や協力を行ってまいります。

　なお、民間事業者におきましては、マンゴー栽培施設や

バイナリー発電施設など温泉熱によるエネルギー利用が導

入、検討され始めているほか、昨年、町内酪農家により建

設された家畜ふん尿のメタンガス化によるバイオガスプラ

ントにつきましても、本年度から本格的に発電される予定



となっております。

　「環境負荷の低減」に関してでございますが、廃棄物の

減量化及び資源リサイクルの推進につきましては、資源化

物となる品目が法改正によって増えることが予定されてい

ることから、更に分別の徹底とごみの削減対策、町民への

周知に努めてまいります。

　また、一般廃棄物の６割以上を占める可燃ごみにつきま

しては、釧路広域連合で処理をしており、今後も安定処理

に努めてまいります。

　「雇用・新産業の創出」では、経済の低迷を受け依然厳

しい中にあり、雇い止めなど失業を余儀なくされた方々が

就労できるよう、昨年同様に様々な分野において離職者の

雇用と民間企業の新規雇用促進事業を積極的に進めてまい

ります。

　特に、高齢化が進む中で収入確保も視野に入れながら町

単独の緊急雇用支援事業を継続する一方で、通年雇用が可

能となるホームヘルパーなどの資格取得支援制度も継続実

施してまいります。

　次に「足腰の強い産業育成」ですが、まず「農業の振

興」については、本町の基幹産業である農業を取り巻く環

境は、国際化の急速な進展、後継者問題や高齢化による労



働力不足、肥・飼料や燃料類の高騰、異常気象の多発な

ど、厳しい状況が拡大しております。

　また、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）をめぐる情勢次

第では、本町の農業は壊滅的な事態となり、農業生産の継

続が困難になるほか、農業のみならず地域の形そのものを

大きく変えてしまう恐れがあり、例外なき関税撤廃の ＴＰ

Ｐ には断固反対していかなければなりません。

　このような情勢の中、本町としては、農協等の関係機関

と連携し農業経営の維持・安定を図るため継続的な基盤整

備、担い手の育成と確保、持続可能な農業生産に対し積極

的に対応していかなければなりません。

　酪農・畜産につきましては、輸入飼料価格が依然高止ま

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と、生乳生産基盤の強化を

図ってまいります。

　また、農業の担い手育成対策として農業実習生の受け入

れを引き続き支援し、新規就農希望者に向けた研修や更な

る各種支援制度の拡充について検討するとともに、併せて

多様な農業経営体づくりに向けた研究を進め、小中規模で

も営農が継続できる体制作りを進めてまいります。

　近年問題視されております、家畜ふん尿の臭気対策につ



きましては、散布方法の検討など臭気低減に向けた取り組

みと併せ、バイオガスプラントの調査検討を進めてまいり

ます。このほか家畜伝染病の防疫対策やエゾシカによる農

業被害対策を継続実施してまいります。

　畑作につきましては、先の政権交代により「戸別所得補

償制度」の見直しが検討されておりますが、食料自給率の

向上や農業者の所得安定が図られる制度となるよう、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化の推

進、環境に配慮した土づくりの支援などを引き続き行って

まいります。

　２４年度より本格的栽培を始めたワイン用ぶどうについ

ては、地元産ワインの製品化に向け、栽培面積の拡大を図

り、新たな特産品に育ててまいります。

　基盤整備事業につきましては、国営総合農地防災事業が

美留和地区において、２５年度より着手される予定です

が、他にも農道整備や公共牧場整備などの道営土地改良事

業等の計画的な推進や２３年度から継続している摩周パイ

ロット線道路改良事業、第３期中山間地域等直接支払制度

の継続実施などの整備を行ってまいります。



　「林業の振興」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、国の基金事業であります「森林整

備加速化・林業再生事業」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。

　このほか、昨年利用を再開した「林業多目的センター」

を活用した木育行事の実施など、木と森林・林業にふれあ

う機会を増やしてまいります。

　「商工業の振興」につきましては、景気の低迷や人口減

少などによる地域経済の縮小など、依然厳しい状態が続い

ておりますが、商工会などの経済団体とも連携を図りなが

ら、域内の消費増に向けた支援や空き店舗の利用促進など

商店街の活性化に努めてまいります。また、中小企業の経

営安定や設備投資に向けた融資制度を活用頂けるよう支援

枠の拡大を図ってまいります。

次に「観光の振興」についてありますが、観光産業は本

町にとって地域経済に大きく寄与するもので、雇用や域内

消費に多大なる影響を及ぼしております。ここ最近では

リーマンショックや一昨年の東日本大震災そして尖閣諸島

問題など国内外の情勢により本町の観光産業は大きな影響



を受けており、入り込み、宿泊数共に大変な苦戦を強いら

れております。一時期７０万人を超えておりました宿泊客

も半分以下の３０万人を切るところまで落ち込み、実質倒

産に追い込まれる宿泊施設も出てきております。裾野が広

い産業だけに雇用の場としても大きな役割を果たしてお

り、地域の人口減少にも影響が見られます。

人口の減少は、すなわち消費者の減少であり、観光は、

その減少した人口を交流人口、いわゆる町外からの旅行者

で補うといった重要な意味をもっております。地域経済の

活力の源としての観光産業の復活は、農業と共に本町の将

来を左右すると認識しております。

摩周湖・屈斜路湖などの国内一線級の自然を有する本町

は、エコツーリズムを推進することによって、域内での滞

在時間を増加させ、宿泊と消費を促すことができるものと

考えております。昨年本町で開催されました全国エコツー

リズム大会でも、この地域の恵まれた自然やそれを生かし

たエコツアーも高く評価されたところであります。

また、誘客対策として実施致しました台湾での観光プロ

モーションにつきましても大きな反響を呼び、すでに台湾

から新規のお客様もお出で頂いており、新年度への問い合

わせも増える傾向にあります。今後共、増加しつつありま



す訪日外国人の誘致と受け入れ体制の整備を積極的に行い

ます。

２５年度は湯治場としても豊かな湯量と良質な泉源を誇

る本町の特性を生かし「全国源泉かけ流し温泉サミット」

が開催されます。温泉・自然・体験そして弟子屈町ならで

はの食を生かし選ばれる観光地を目指して今まで以上に官

民一体となった取り組みが必要であると考えております。

また、町民の皆様から高い支持を頂いております町民宿

泊促進支援事業を継続実施して町民の皆様に地元の魅力の

再認識と日頃の疲れを癒していただくと共に、宿泊施設の

意識の向上に活用していきたいと思っております。

てしかがえこまち推進協議会は、「誰もが自慢し、誰も

が誇れる」町を目指し活動をしておりますが、観光協会を

はじめとする町内各種団体などと連携を深めることを強く

期待しながら支援してまいります。

そして、本町の基幹産業であります観光産業に多くの町

民の皆さんに関心を持っていただくために、新たな誘客イ

ベントを企画実行されます団体等に支援制度を創設してま

いります。

釧路湿原・阿寒・摩周観光圏をはじめ、広域での観光振

興も連携を取りながら進めることは勿論のこと、本町観光



の大きな問題であります 2次交通の整備にも力を注いでま

いります。

施設面では、利用者の立場にたち維持管理に万全を期し

てまいります。

　道の駅「摩周温泉」につきましては、一昨年のリニュー

アルオープン以来多くの皆さんにご利用いただいておりま

す。２４年度は前年度比４万人増の２２万人前後となる見

込みであり、２４年度から始まった多目的広場造成工事に

つきましても２５年度には完成し供用開始出来るなど、道

の駅を核として周辺に広がる森や川を通して旅行者をはじ

め町民の皆さんにも安らぎと癒しを感じていただける空間

づくりを一層進めてまいります。

　続きまして、「保健医療体制の充実」でございます。

　「健康づくりの推進」につきましては、各種がん検診に

２５年度から前立腺がん検診を新たに加え、特定健診とと

もに受診率の更なる向上を図り、保健指導や健康教室の開

催、インフルエンザワクチンの一部助成などを継続してま

いります。

　また、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンや子宮頸がんワク

チンの接種も継続して全額公費負担してまいります。

　「医療の充実」では、町内唯一の公的医療機関である摩



周厚生病院の運営や救急体制の維持のほか医療機器の整備

に対する助成を行うとともに、ドクターヘリ等による二次

医療の適正な活用を図るため、釧路広域救急医療など関係

機関との連携に努めてまいります。

　なお、昨年から開始した小学生の通院医療費を商品券に

交換できる「子育て応援医療費還元事業」は、２５年度か

ら対象を中学生まで拡大して支援してまいります。

　「地域福祉の充実」の「高齢者福祉の充実」についてで

ありますが、わが国の高齢化は世界中のどの国も経験した

ことのない超高齢化社会を向え、平均寿命も延びて人生８

０年時代から９０年時代を迎えようとしており、本町の高

齢化率も現在３１．６％で、やがて３人に一人が６５歳を

超える人口構成となります。

　このような状況の中、施設の老朽化と多くの入居待機者

を抱える老人ホームの改築は、最重点事項として取り組ん

でいるところであり、昨年は移転準備調査を終え、摩周厚

生病院に隣接する町有地を活用して２６年度の着工を目指

し、２５年度は基本設計と実施設計を行います。

　さらに、今後一人住まいのお年寄りの増加が想定される

ことから、介護士などの常駐が義務付けられるサービス付

き高齢者住宅の建設を民間を含めて検討してまいります。



　今ある町の基盤を築き上げたお年寄りは、まちの財産で

あります。お年寄りの方々が元気で安心して暮らせるよう

介護保険の給付サービスを有効に活用し、また将来介護を

必要としないためにも予防事業を充実するとともに、昨年

システム化した要援護者台帳を活用し関係機関とも連携し

ながら緊急事態等に対応してまいります。

　「障がい者福祉の充実」につきましては、自立支援法に

代わる「障害者総合支援法」が４月から施行され、障害者

手帳を有する方に加え、新たに難病を持つ方が対象となる

ほか、重度訪問介護の対象拡大などが段階的に実施されま

す。

　町としましても、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、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に努めてまいります。

　「子育て支援」につきましては、妊婦健診費用の助成な

ど出産支援を実施するとともに、乳幼児や子どもの健やか

な発育と養育支援、加えて少子化対策に努めてまいりま

す。

　また、 昨年国会で制定された「子ども・子育て支援法」

により「地域子ども・子育て支援事業計画」を２６年度に

は北海道へ提出する必要があることから、２５年度におい



ては策定の事前準備として、国の基本指針に基づくニーズ

調査を実施してまいります。

　保育体制につきましては、安全で安心して過ごせる環境

の中で児童一人一人の育ちを保障していけるよう、また、

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、乳幼児から学童までの保育の充実に努めてまいりま

す。

　子育て支援センターにつきましては、子育て中の親子に

交流の場を提供するとともに、子育て支援活動の展開を目

的として未就学児のいる家庭への訪問支援を充実させ、親

と子どもの愛着関係を深めるための支援、また育児への不

安・負担感の解消につながる支援を推進してまいります。

　こども発達支援センターでは、自立支援法・児童福祉法

の改正により、今まで児童デイサービスとして行われてい

た事業が児童福祉法に含まれ「児童発達支援・放課後デイ

サービス」と新たな事業名称となりましたが、当センター

での指導内容等については、今まで同様１対１、または小

集団での対応を主として療育を実施しており、今後におい

ても、更に、指導及び支援の充実に努めてまいります。

　また、各地で児童虐待による悲惨な事件が報道されてお



りますが、当町におきましては、全ての児童に、安全な環

境のもとで健やかな育ちを保障していけるよう、児童虐待

の未然防止や早期の発見のために目配り・気配りを強化す

るとともに支援の充実に努めてまいります。

　次に「生活基盤の向上」、「水回りの充実」ですが、上

水道事業につきましては、引き続き石綿管の布設替え、

メーター器の交換を行うとともに、施設の耐震対策、電子

データによる管路図の一部運用を図り、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、老朽管の布設替え、配湯設備

の更新を行い、安定供給に努めてまいります。

　下水道事業つきましては、泉地区の工事を予定しており

生活環境の充実を図ってまいります。川湯・美留和地区の

整備につきましては実施に向け具体的な計画づくりを行っ

てまいります。また、浄化センターにおける機器等の長寿

命化事業を行ないます。

　「快適な市街地形成」についてですが、町並み景観に配

慮した花いっぱい運動につきましては、昨年同様、自治

会、公共施設、各種団体などに花の苗の配布を行い、町並

みの整備を推進してまいります。



　併せて、町内で花壇等の整備に積極的に活動している団

体と連携し、景観に配慮した町づくりを推進してまいりま

す。

　本町の公営住宅は、これまで策定した計画に基づき、建

替え及び既存施設の長寿命化改修を進めております。

　特に、現在改築を進めている泉ヶ丘団地には、地場産材

でもある「からまつ」を活用した「ユニバーサルデザイ

ン」を導入し、高齢者から障がい者、子ども達などが安心

して暮らせる居住空間を目指した建替え事業を推進してお

り、２４年度に２棟１２戸が完成し、２５年度も３棟１２

戸の建設を予定しております。

　また、長寿命化計画に基づいた改修事業につきましては、

２４年度に引き続き、泉団地３号棟の換気改修工事を進め

るとともに、２６年度以降予定しているみはらし台団地の

調査設計にも着手してまいります。

　なお、民間住宅のリフォーム支援につきましても継続す

るとともに、更なる充実に努めてまいります。

　都市計画施設では、都市計画道路である町道鐺別高台線

の道道昇格について、引き続き関係機関との協議を進めて

まいります。

　また、土地利用においても、現在の用途地域等の現状を



分析し、将来に向けて用途地域全般の見直しを行ってまい

ります。

　都市公園においては、泉ヶ丘団地建替えに伴う泉ヶ丘公

園の移設を行います。また、その他の公園については、バ

リアフリー化及び老朽施設の更新を図り、より安全で快適

な公園整備を行なってまいります。

　地籍調査事業につきましては、１６年度より着手してお

りました川湯地区の調査を２５年度で完了させるほか、現

在進めているオソツベツ地区の調査事業を継続し、土地利

用及び土地取引の円滑化を図ってまいります。

　「移動手段の確保」ですが、町内のバス運行は、高齢者

等交通弱者にとって重要な移動手段でありますが、昨年、

乗車人数の減少により、美留和線が補助路線でなくなった

ことから、現在「弟子屈町生活交通ネットワーク計画」の

作成を進め、国の支援制度である「地域内フィーダー系

統」路線として協議しているところでございます。これに

より、現行の川湯温泉発、弟子屈高校経由、弟子屈バス

ターミナル行きの路線を弟子屈高校を経由した後、町内医

療機関及び摩周駅を経て、バスターミナルに到着するルー

トとして運行できるようになり、川湯地区及び美留和地区

の通学生及び町内の医療機関を利用する方々の利便性が向



上することから、早期の実現に向け取り組んでまいります。

　町道整備につきましては、道路維持管理の徹底と冬期除

雪の効率化を図りながら、道路整備事業として美留和地区

の石狩別川沿２号線の舗装工事及び川湯跡佐登地区の防雪

柵設置工事を継続して実施いたします。

　また、橋梁の修繕につきましても、２４年度に策定した

「弟子屈町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、既存施設の

修繕を計画的に進め、地域の道路網の安全性・信頼性を確

保してまいります。

　更には、国道や道々の改良などにつきましても、必要に

応じ要望しながら町内全域の道路環境の整備を図ってまい

ります。

　「安全･安心の確保」でありますが、交通安全対策につき

ましては、各関係機関・団体等と連携し交通安全運動を推

進しているところでありますが、昨年１１月と１２月に町

内において死亡事故が発生いたしました。今後におきまし

ては、工夫を凝らし、より効果の高い交通安全運動・交通

安全教育を実践し、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。

　「消費者活動の充実」では、被害が後を絶たない悪質商

法や悪徳な訪問販売のほか、毎年手口が巧妙化する振り込



め詐欺、懸賞金受け取り手数料詐欺などに対して引き続き

注意喚起するとともに、架空請求や携帯電話サイトの不当

請求などが、中、高校生などの若年層におよんでいること

から、弟子屈消費者協会、弟子屈警察署をはじめ、町内各

関係機関、団体との連携を強化するとともに、街頭啓発な

どを実施し、被害防止のための運動を更に展開してまいり

ます。

　「災害対策の充実」についてでございますが、以前より

災害に強いまちづくりを推進するため整備を進めてまいり

ました地域防災拠点施設は、２５年度に多目的運動広場、

憩いの広場、更には、旧学校給食センターを防災備蓄倉庫

とするべく耐震補強工事、内外部改修工事を行う予定と

なっており、これにより防災拠点の整備が全て完了するこ

とになります。

　今後は、防災拠点である弟子屈中学校や弟子屈町観光交

流館への避難誘導看板の設置と防災ハザードマップの見直

し、災害用備蓄品のさらなる充実を図り、日々の防災、減

災に努めてまいります。

　福島県を中心に東北地方に甚大な被害をもたらした、東

日本大震災から２年を経ようとしておりますが、依然とし

て国内においては有感地震が多発している現状であり、活



火山を有する本町としては、大規模地震を想定する訓練、

硫黄山の噴火を想定する訓練が急務の課題と考えており、

２５年度、災害発生時の即応体制を熟知する危機管理士資

格を有する職員を採用し各防災マニュアルの見直しを行う

とともに、町民の皆さんに対しましては、災害発生時の訓

練を実施いたしたいと考えております。

　続いて「学校教育の充実」でございます。

　人口の減少・少子高齢化が進行する本町の将来を考えた

とき、人材の育成は不可欠であり、教育の果たす役割は

益々重要性を増しております。教育の成果を十分に発揮す

るには、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を果たし

つつ、互いに連携を進めることが大切であります。

　町といたしましては、子どもたちの実りある学校生活の

実現に向け、まなびの環境づくりを進めてまいります。

　学校教育につきましては、学習指導要領の趣旨を踏まえ

た教育活動をより一層進め、知・徳・体のバランスのとれ

た「生きる力」の育成に努めてまいります。

　さらに、子どもの安全・安心を確保し、災害時に地域の

避難場所ともなる学校施設を整備すべく防災機能強化事業

等に取り組んでまいります。

　北海道弟子屈高等学校につきましては、今後とも町民の



皆様をはじめ、関係機関・団体と連携し、現状のままで存

続できるよう働きかけを行うとともに、引き続き通学バス

利用に対する補助や、文化・スポーツ等の全道全国大会出

場への助成なども行い、魅力ある学校づくりに向けた支援

を拡充してまいります。

　次に、「社会教育活動の推進」についてでございます。

　町民一人一人が生涯にわたって豊かで文化的な生活を営

み、生き生きとした地域の発展が推進されるためには、生

涯を通じて自ら進んで学習するという姿勢そのものが必要

であります。そのためには、多様化する学習意欲を満たす

ような学習機会や各種の学習情報を積極的に提供するなど

主体的な学習活動を支援してまいります。

　また、次代を担う青少年の健全育成には、学校、家庭及

び地域がより一層連携を深め、家庭学習や生活習慣の向

上・改善はもとより、各種の体験活動や文化的活動などの

充実が図られるよう取り組んでまいります。

　「文化・スポーツ活動の推進」でございますが、芸術・

文化活動、スポーツは、町民生活に心の豊かさと潤い、町

民の健康づくりや体力づくり、夢や勇気、感動をもたらす

ものであり、地域づくりを進める上で大きな役割を担って

おります。引き続き、活動を広げていくためのサークルや



団体活動を支援するとともに、町民による自主的な活動が

より一層促進されるよう努めてまいります。

　郷土の歴史・自然・風土の中から形成された文化財は、

貴重な歴史文化遺産であり、後世に伝える保存・伝承活動

への支援を継続してまいります。

　また、アイヌ民族への理解が一層深められるよう、屈斜

路コタンアイヌ民俗資料館の活用による伝統・文化の普

及・啓発に努めるとともに、てしかがの蔵などによる郷土

資料の保存・展示に引き続き取り組んでまいります。

　次に「人材育成・人づくり・人材の確保」でございます。

　人材の育成については、まちづくりの根幹であり教育分

野はもちろんでございますが、各部署や機関の活動を通し

て幅広い業種や年齢層で行う必要があります。

　町内で既に活躍されている方々やまちづくりに興味のあ

る方々、あるいは団体等がネットワークを形成し、お互い

を高めあい、活動できる仕組みづくりを検討してまいりま

す。

　併せて、盟約から３０周年となる鹿児島県日置市との姉

妹都市交流などを通じた人材交流も含め、地域間交流を活

発にし、新たな世代の定住化も進めてまいります。

　続いて「ともに汗をかき進めるまちづくり」についてで



すが、町民や各団体、自治会が行うさまざまな活動がまち

づくりに参画している実感につながるよう各団体の活動支

援や協働できる体制づくりを進めてまいります。

　また、誰もが社会参加できる町を創造するため、相談窓

口の開設や啓蒙活動に取り組んでまいります。

　「時代に即し、透明性の高い行政運営」についてでござ

います。

　町政推進の主役は、町民の皆様であることを念頭に、各

自治会要望やタウンメールなどで寄せられたご意見を尊重

し、町政に反映してまいります。

　また、暮らしの情報や各種周知、町民の活動状況、行政

運営の情報など、身近で親しみ易い広報活動の推進に取り

組んでまいります。

　地域情報では、釧路管内において当町のみが視聴出来な

いテレビ北海道の放送について、弟子屈、川湯両中継施設

への設備整備を行うとともに、デジタルテレビ放送難視聴

地域の解消に向けたケーブルテレビ放送設備の増設を行

い、年内をめどに、町内全地域で受信可能となるよう整備

を行います。

　サービスの面については、来庁される方々の利便性が高

まるように総合窓口をさらに強化し、各種手続きを 1箇所



で完結できるよう職員間の連携を密にするとともに、申請

書類の見直しや職員の配置について工夫してまいります。

　町税につきましては、町内経済の長引く不況により、税

源の確保が難しい状況にあります。町では、これまでも税

収の確保と税負担の公平性を保つため、預貯金や生命保

険、給与の差し押さえなどを執行してまいりましたが、引

続き納税者の皆様には町の主要財源としての理解と協力を

なお一層求めつつ、積極的な滞納整理に努め、啓蒙活動を

実施して税務行政の信頼維持に努めてまいります。

　更に設立から６年目となります釧路・根室広域地方税滞

納整理機構との連携強化により、滞納累積額の縮減を図っ

てまいります。

　２５年度予算は、一般会計で総額７０億６千７百万円で

前年度比１．９％の増、国民健康保険特別会計など６つの

特別会計の合計額で２７億３千５５２万８千円で前年度比

２．８％の増となっております。

　予算編成においては、老朽化した施設の改修や燃料費の

高騰など経常的な支出の増が続き財政の硬直化が懸念され、

依然厳しい状況が続いております。これまで申し上げてき

た様々な行政課題に対応し、魅力あるまちをつくるため、

２年目となる第５次弟子屈町総合計画の将来像を実現すべ



く事業予算を計上いたしました。

　国から示された地方財政計画の地方一般財源は、概ね前

年度並で確保されるという情報でありますが、地方交付税

の交付額が不透明であり、今後の国の情勢などを見極めな

がら財政運営に努めてまいります。

　以上、町政執行における基本方針と重要施策の概要を申

し上げました。

　今後、社会保障と税の一体改革が予定され、更なる行政

活動の変化も予想されます。そのような中でも水と森に代

表される本町の自然環境の保全と活用、経済活動の活性化、

生活環境の向上、人材の育成などを推進するため、４月か

ら新しい組織体制で町民の皆様とともに活力あふれる自立

したまちづくりに全力で取り組んでまいりますので、町議

会並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう重ね

てお願い申し上げ、私の町政執行方針といたします。


