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　平成２４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。

　まず、私にとりまして、本年は一つの節目の年と考えて

おります。

　町政をお預かりして１１年が経過し、３期の４年目を迎

えたこと、また、第５次の総合計画がスタートする年でも

あります。

　そのような中、町民皆様からの町に対する期待は大変大

きいものと自覚しておりますが、この厳しい時代を何とか

乗り切るため、互いに手を取り、助け合いながら難局を乗

り越えてまいりたいと思っております。

　同時に、今後もさまざまな問題や懸案事項など課題もあ

ることとは存じますが、議員各位のご理解と町民皆様のご

協力により町政を進めてまいりたいと考えておりますので、

引き続きよろしくお願いいたします。

　それでは、新年度に向けた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。

　摩周湖周辺の大気汚染調査及び森林への影響調査につき

ましては、従来より協同研究を進めている北海道立総合研

究機構をはじめ、２１年に連携協定を締結した北海道大学

などの学術機関と連携しながら継続して行ってまいりま

す。

　また、これらの学術機関などの協力を得て、児童生徒に

対する環境学習の機会の創出に努めてまいります。

　屈斜路湖につきましても、自然環境を保全するため関係

機関との連携を図るほか、魚類資源につきましては、貴重

な地域資源であり、遊漁振興の持続的な発展に欠かせない

ものとなっております。よって、生息する魚類の保護や遊

漁利用に関し、関係機関や団体等と引き続き協議してまい

ります。

　次に自然資源の有効活用についてでございます。

　昨年３月に発生しました東日本大震災以降注目されてい

る「自然再生可能エネルギー」の利活用については、本町

といたしましても積極的に推進すべきと考えているところ

であります。

　特に、温泉熱と並び最も地域特性に即している「雪氷冷
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熱エネルギー」及び休止状態にある「温泉プール」の二つ

の潜在資源を活用した、新しい学校給食センターの補助冷

房システムにつきましては、経済産業省の補助事業を活用

して進めているところであります。なお、この２月に実施

設計を終えたことから、本年度から本格的な工事に着手

し、２５年度には供用開始の予定であります。

　また、２１年度より開始している太陽光発電システム設

置費に対する助成につきましても、継続して実施してまい

ります。

　続きまして、「観光と農業を柱とした地域活性化の推

進」についてでございます。

　本町の基幹産業である観光業と農業につきましては、持

続的発展につながる地域ブランドの開発や地産地消の推進

が必要であり、さまざまな取り組みが行われてきていると

ころであります。今後、各産業間における密接な連携関係

を築くことにより、更なる農畜産物の利用や新たな製品の

開発、６次産業への発展など、多様な広がりが見込まれる

ことから、それら体制づくりについて強く進めてまいりま

す。

　本町の農業は、これまで広大な土地資源などを背景に、
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地域の特性を生かしながら、専業的な農家が大規模な土地

利用型農業を主体に、基幹産業として発展してまいりまし

た。しかしながら、政府は昨年１１月、関税撤廃を原則と

した環太平洋経済連携協定・ＴＰＰへの交渉参加に向け、

関係国との協議入りを表明しました。

　関税が例外なく撤廃された場合、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、

住民生活に多大な影響をもたらします。このようなＴＰＰ

協定への参加につきましては、断固反対であり政府は情報

や内容を広く国民に提供し、共有化するとともに、まず農

業の体質強化の具体的な施策や農業者が希望が持てる確実

な将来像を示すべきであると考えております。

　このような中、本町といたしましては、農協等と連携し

農業経営の維持・安定を図るため継続的な基盤整備、担い

手や後継者問題、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、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を推進してまいります。ま
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た、一昨年の猛暑による受胎率低下の影響で生乳生産量が

伸び悩んでいることから、搾乳牛の導入を支援し、生乳生

産基盤の強化を図ってまいります。

　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に関する調査検討を進めて

まいります。このほか、家畜伝染病の防疫対策や本格的な

育成牛の周年預託事業の検討も進めてまいります。

　畑作につきましては、新たに「戸別所得補償制度」が導

入されましたが、食料自給率の向上や農業者の所得安定が

図られるよう、制度の継続を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などを引き続き行ってまいります。

　２１年より試験栽培しておりますワイン用ぶどうにつき

ましては、２年後の「弟子屈産ワイン」の製品化に向け、

本年度より本格的に栽培し、新たな名産品に育ててまいり

ます。

　また、国営農地防災事業の早期着手に向けた要請、草地

改良や農道整備などの道営土地改良事業の推進、第３期中
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山間地域等直接支払制度の継続実施による持続的な発展、

エゾシカによる農業被害対策への対応、更には、大きな課

題である農業就業者の高齢化や後継者の確保につきまして

は、国の新規就農総合支援事業などを有効に活用するとと

もに、農業実習生の積極的受け入れを進め、今後とも本町

の農業を守るための基盤整備と担い手確保に努力してまい

ります。

　森林・林業におきましては、森林の恩恵が将来にわたっ

て享受されるよう、町の森林施業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、２０年４月

より休止しておりました「クアハウス屈斜路」につきまし

ては、その用途を変更し、木育体験や林業歴史資料の展示

をはじめ、地域住民の集会施設などとして再利用を図って

まいります。

　商工業につきましては、大型店舗の進出や人口の減少な

ど依然厳しい状況が続いておりますが、商工会とも連携を

図りつつ、町内消費の促進に向けた支援やＰＲに努めてま
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いります。特に、観光業との結びつきにより、町外からの

消費を促し、町内の循環型経済の活性化をより一層推進し

てまいります。また、事業者の経営安定化や設備投資が円

滑にできるよう、中小企業振興融資制度や企業振興促進条

例を効果的に活用してもらうための周知を積極的に行って

まいります。

　本町の観光産業は、雇用や域内消費など地域経済に大き

く寄与しております。しかしながら、景気の低迷や大震

災、そして原発事故などの影響もあり、道内の修学旅行の

誘致が図れた反面、東アジアをはじめ道外からの入り込み、

宿泊ともに激減し、厳しい状況にあります。サービス業の

就労者が多い本町におきましては、裾野が広く基幹産業で

ある観光の活性化は必要不可欠であり、全国的に見ても特

筆すべき景勝地と温泉資源を有することから、それらに対

し更に独自の付加価値を付け魅力あるものにしていくこと

で「選ばれる観光地」になるものと確信しております。

　特に本年度からは、従来とは違う温泉と医療が結びつい

た「あたらしい湯治」の商品開発に関係機関とともに取り

組み、閑散期を中心とした集客対策を積極的に進めてまい

ります。また、「町民宿泊促進支援事業」は、対象範囲の

7



拡大により、多くの町民の皆様にご利用いただき好評を得

ております。この事業を通して自分達の町の良さを再認識

していただくとともに、地域経済への影響も大きいことか

ら引き続き実施してまいります。また、昨年同様に道内外

の修学旅行や企業訪問による誘客活動、そして観光圏事業

をはじめ釧路管内はもとより圏域を越えた広域観光の推進

も図ってまいります。

　更に、街並み景観を考えた花いっぱい運動を引き続き進

めるため、自治会、公共施設、各種団体などに花の苗を配

布し、地域が一体となり観光客を温かく迎える「おもてな

しの心」を官民一体となって醸成し、愛される観光の町づ

くりにつなげてまいります。

　町や観光関連組織・個人や団体などで構成する「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」にすることを掲げ、町民参加による循環型で持続可

能な地域づくりを目指して設立されました。２３年度に

は、「全国エコツーリズム大賞」の優秀賞を受賞し全国的

にも、その活動が高く評価されたところでありますが、引

き続き多くの町民の皆様にご参加いただき観光の活性化を

図るための活動を続けてまいります。

8



　一方で、観光振興の中心的な役割を果たすべき観光協会

や旅館組合の体質改善及び担い手の育成につきましてもそ

れぞれ関係機関と協議の上で進めてまいります。

　道の駅につきましては、昨年７月のオープン以来、１５

万人近くのご利用をいただいております。本年度には施設

裏手に公園を整備するとともに、釧路川の親水護岸整備と

併せ、水郷公園との一体的活用を図りながら、市街地にも

観光客を誘導し、商店街の賑わいや活性化に寄与してまい

ります。また、民間主導で運営されております直売会につ

きましては、地場産品のアンテナショップ機能を守りつ

つ、イベント開催や屋外での販売、更には取扱商品の拡大

など新たな経済活動の拠点となるよう努力いただくことを

願っております。併せて人気があります町内の農産物の通

年販売に向けましても産業連携の観点から農協や生産者と

協議を進めてまいります。

　なお、雇用対策につきましては、安定的雇用につながる

資格取得支援制度、国が進める緊急雇用創出推進事業をは

じめ町単独の雇用対策事業などにより、観光・農業・土

木・福祉・教育分野などで離職者の雇用を積極的に進めて

まいります。
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　また、企業振興促進条例に基づく各種支援や本町にふさ

わしい企業の誘致に積極的に取り組むなど、雇用の確保、

雇用環境の安定、新産業の創出などに努めてまいります。

　次に、暮らしに関してでございます。

　保健・福祉・医療政策につきましては、高齢化の進展と

少子化に伴い医療や介護の財政は厳しさが増しております

が、誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりのため、次

の施策を実施してまいります。

　まず保健事業では、特定健診をはじめ各種がん検診等の

受診率の向上を図るとともに、保健指導や健康教室の開催、

また、インフルエンザワクチンの一部助成、子どもや女性

を感染症から守るヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン及び子宮

頸がんワクチンの接種費用を、本年度も全額公費負担して

まいります。

　母子保健につきましても、妊婦健診費用の全額助成を継

続するとともに、相談・訪問支援、マタニティ教室等の充

実を図り安心して出産・育児ができるよう、また、幼児へ

の虐待防止や心身の発達に課題のある子どもの療育支援に

努めてまいります。

　なお、本年度の早い時期に新規事業として乳幼児医療費
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の助成を拡大し、小学生の通院医療費をポイント制にして

町内消費限定商品券に交換できる「子育て応援医療費還元

事業」を開始いたします。

　医療の充実では、唯一の公的医療機関でもある摩周厚生

病院の運営に対する助成や、救急医療体制の維持に継続し

て支援するとともに、ドクターヘリ等を活用した釧路広域

救急医療との連携を図ってまいります。

　また、川湯地区で新築移転が進む医療機関に対する借入

金の利子補給や、町立川湯歯科診療所の機器整備を進めて

まいります。

　本町の高齢化率は３０．７％となりました。高齢者に各

種サービスが切れ目なく一体的に提供できるよう、また、

孤立死を防止するため関係機関と連携するとともに、高齢

者世帯に対する福祉灯油や水道料金、バス・ハイヤー料金

助成も継続して実施してまいります。

　なお、現在、国の交付金事業を活用し、要援護高齢者・

障害者及びその家族に関する基本情報やサービス利用状

況・課題等の情報を一元化した「要援護者マップ」を作成

中であり、今後は緊急事態においてより迅速な対応ができ

るものと考えております。
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　介護保険法等に基づく訪問介護事業所、いわゆるヘル

パー事業につきましては、更なる住民サービスの向上を図

るため、この４月から社会福祉協議会へ移管しますが、運

営が軌道にのるまでは、財政面の支援を行ってまいります。

　この度作成しました「第５期介護保険事業計画」及び

「第３期弟子屈町障がい福祉計画」は、それぞれ初年度に

あたることから、これらの計画に沿ったサービスを提供し、

社会的な弱者にしっかりとした支援を行ってまいります。

　なお、老人ホームの移転改築についてですが、２６年度

の北海道補助金の割り当てが不透明ではありますが、準備

調査業務を開始いたします。

　障がい者福祉につきましては、障害者自立支援法等に基

づく各種サービス利用の促進により、自立を支援するとと

もに、相談支援事業を充実し、地域の中で安心して暮らせ

る社会づくりを進めてまいります。

　こども発達支援センターにおきましては、関係機関との

連携を強化しながら、個々の発達に適した個別計画に基づ

き指導及び支援の提供に努めてまいります。

　また、子育てと仕事の両立ができるよう、乳幼児から学

童までの保育施設となる保育園や放課後児童クラブの機能
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を充実させ、子ども達が安全に、そして安心して過ごせる

環境づくりに努めてまいります。

　子育て支援センターでは、就園前の親子に交流の場を提

供し子育ての孤立化を防止するとともに、不安や悩みの早

期解消に努めてまいります。

　なお、保育園における給食の安全対策につきましては、

日頃から細心の注意を払っておりますが、今後もより一層

食材を吟味していくとともに、放射線簡易測定器の導入な

ど、体制が整備される学校給食センターとの連携を図りな

がら、安全で安心できる給食の提供に努めてまいります。

　次に生活基盤の向上についてですが、まず、上水道事業

につきましては、石綿管及び老朽管の取り替えやメーター

器の交換、管路図の電子化に向けた各種データの整理など

管理体制の整備を進め、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、老朽管をはじめ、設備の更新

を行い、安定供給に努めてまいります。

　下水道事業につきましては、引き続き鈴蘭・泉地区の工

事を行い、生活環境の整備を進めてまいります。
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　川湯・美留和地区の下水道整備に向けては、地域の皆様

等の意見も組み入れながら、具体的な計画を執り進めてま

いります。

　都市公園におきましては、本年度「弟子屈町公園施設長

寿命化計画」を策定し、２５年度以降に計画的な都市公園

の改修、改築、維持補修等を実施します。これによりバリ

アフリー化及び老朽施設の更新を行い、より安全で快適な

公園整備を図ってまいります。

　地籍調査事業は、土地利用および土地取引の円滑化を図

る上で極めて重要であり、現在進めている川湯地区の継続

に加え、オソツベツ地区の調査に着手いたします。

　本町の公営住宅は、１５年度策定の「弟子屈町公営住宅

ストック総合活用計画」並びに２２年度策定の「弟子屈町

公営住宅長寿命化計画」に基づき、町営住宅の建替え及び

既存施設の長寿命化改修を計画的に進めてまいります。特

に、建替え事業につきましては、泉ヶ丘団地の造成、既存

建物の除却を５年計画で進め、合わせて下水道設備などに

より生活環境の向上を推進することとしており本年度は、

２棟１２戸の建設並びに６棟の除却を予定しております。

建物の特徴としましては、川湯敷島団地においても採用し
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た地場産材の「からまつ」を活用した木造とし、「ユニ

バーサルデザイン」の導入や可動式調理台などにより、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

空間を目指します。また、長寿命化計画に基づいた改修事

業におきましては泉団地の換気改修を２年計画で予定し、

本年度は２号棟の改修工事に取り組んでまいります。

　地域交通に関してですが、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るとともに、道

路整備事業として美留和地区の石狩別川沿２号線の改良、

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、冬期間の除雪の効率化を図るため、雪寒交付金を

活用したミニロータリ車の更新を行い、本年度からは歩道

の一部区間の除雪を民間委託するとともに、２５年度から

は町道法面の草刈業務につきましても民間委託してまいり

ます。

　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、これらの移動手段の確保を図るため、現行

路線の維持運行に努めてまいります。

　２１年度より国土交通省の補助を受け実施してまいりま

15



した環境にやさしい観光交通実証運行事業につきまして

は、本年度から町単独事業として実施することとなります

が、観光協会や商工会をはじめ民間事業者との連携を強化

するとともに、メニューの内容やサービスの質なども十分

に精査をし、合理的かつ効果的な実施体制を整えながら、

地域住民はもとより滞在型観光及び外国人観光客の有効な

移動手段になるよう努めてまいります。

　都市計画施設では、都市計画道路である町道別高台線

の道道昇格への動きに伴い、都市計画道路の全路線につい

て車線数の決定及び幅員の見直しを図ってまいります。

　また、国道や道道につきましても、必要に応じた要望活

動により町内全域の道路環境の整備を図ってまいります。

　交通安全対策につきましては、各関係機関・団体等と連

携し交通安全活動を推進した結果、昨年１２月９日に交通

死亡事故死ゼロ４００日を達成したところであります。

　今後におきましても交通安全活動・交通安全教育等を通

じ、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。

　また、防犯事業につきましても、各関係機関・団体との

連携による防犯活動の推進により、町民個々の防犯意識を
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高め、犯罪の無い安全で安心なまちづくりを目指してまい

ります。

　消費生活においては、悪質商法による被害が全国的に減

らない状況にあり、高齢者を狙った悪徳な訪問販売や懸賞

金受け取り手数料詐欺をはじめ、近年は中高生などの若年

層に対する携帯電話サイトの架空請求などが頻発している

ことから、弟子屈消費者協会、弟子屈警察署、各金融機関、

自治会連合会などの関係機関、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

展開してまいります。　

　近年、各地で大規模地震が発生しております。昨年の東

日本大震災は東北地方に甚大な被害をもたらし、１年あま

りがたつ今日でも復旧が遅々として進まない状況でありま

す。

　本町の耐震事業といたしましては、１９年度に策定した

弟子屈町耐震改修促進計画に基づき、既に役場庁舎・公民

館等の耐震改修工事を終えており、昨年には、弟子屈中学

校に続いて給食センターの耐震新築工事を完了したところ

であります。

　また、２０年度より整備しております地域防災拠点施設
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につきましては、弟子屈中学校周辺における多目的運動広

場及び憩いの広場の整備に着手してまいります。

　なお、関連事業といたしまして、「道の駅」における観

光交流広場の整備、更には、旧学校給食センターを防災備

蓄倉庫とするべく、２５年度の事業完了に向けて取り組む

など、災害に強いまちづくりを推進してまいります。

　続きまして、学校教育の充実でございます。学校教育に

つきましては、これまでにも増して「ふるさとの未来を担

う人づくり」の大切さがクローズアップされております。

このことを踏まえ、学校、家庭、地域社会との連携を深め

ながら、子ども達が充実した学校生活を送ることができる

よう、まなびの環境づくりを推進してまいります。

　本年度、新学習指導要領が全面実施される中学校におい

て、この指導要領に即応した教育を確実に推し進めるとと

もに、小学校においても各教科等で言語活動の充実を図る

など、指導要領の趣旨を踏まえた教育活動の推進に一層努

めてまいります。また、外国語指導助手を増員配置し、各

小中学校への派遣回数を増やすことにより、本町における

外国語教育の一層の充実を図ってまいります。
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　なお、昨年末に完成しました新給食センターによる配食

開始を４月から予定しているところでありますが、新設備

の運用を円滑に行い、より一層安全で安心な給食を提供す

るとともに、食育の推進を図ってまいります。

　北海道弟子屈高等学校の存続につきましては、北海道教

育委員会の動向を注視しつつ、今後とも町民の皆様と連携

し、現状のままで存続できるよう関係機関に働きかけを

行ってまいります。

　次に、社会教育活動の推進についてでございます。

　町民が豊かで文化的な生活を送り、希望と安らぎを持て

る活力あるまちづくりを推進するためには、町民一人一人

が生涯にわたって自ら学習し、自分自身を育てていくこと

が必要です。そのためには、多様化、高度化する町民の学

習ニーズの把握に努め、より一層充実した学習機会の提供

や学習相談など総合的に推進してまいります。

　また、青少年は次代の担い手であり、同時に社会にとっ

て未来を託す貴重な存在でもあります。青少年の家庭学習

や生活習慣の改善などについては、学校、家庭、地域が連

携、一体化し取り組むことが必要であり、引き続きその体
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制づくりに努めてまいります。　

　心豊かな潤いのある町民生活を送るためには、芸術、文

化の果たす役割は大きく、個人やサークル等の芸術、文化

活動の推進は、これからのまちづくりや地域の発展に必要

であります。今後とも多くの町民が文化活動に関心を持ち、

楽しむことができるよう、芸術、文化に触れる機会の充実

や活動への支援を図ってまいります。

　屈斜路コタンアイヌ民俗資料館やてしかがの蔵などを通

じて、貴重な歴史的、文化的資産の伝承や保全、保護活動

に努めるとともに、民間の研究会や保存会等との協働によ

り、この貴重な資料を次代に引き継いでまいります。

　スポーツ活動は、町民が明るく、楽しく、心身ともに健

康に過ごすためには、とても大切なものであります。個々

の年代や体力に沿った健康づくりや親子のふれあい、生き

がいづくりなどを目的に、家庭や地域、職場など様々なス

ポーツ活動が展開されるよう情報の提供や普及に努めてま

いります。

　次に行政運営に関してでございますが、現行の総合行政

情報システムのうち、１３の情報システムについて、将来

多くの自治体の参加が見込まれ、経費の節減にもつながる、
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北海道電子自治体共同システムへ移行します。

　また、災害時等に備え、堅牢なデータセンターを活用し、

セキュリティーに強い自治体専用回線の利用を前提とした

総合行政クラウドで、共同システムの運用を行ってまいり

ます。なお、戸籍の電算化については、白糠町・釧路町と

の３町による共同化により、導入経費と維持管理経費の軽

減を図るとともに、事務処理のスピードアップによる住民

サービスの向上に努めてまいります。

　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、引き続

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求

めつつ、積極的な滞納整理に努めてまいります。

　さらに、設立から５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。　

　２４年度予算は、一般会計では総額６９億３千２百万円

で前年度比２．２％の減、国民健康保険特別会計など特別

会計では合計額が２６億６千４１万７千円で前年度比
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０．５％の減となっております。

　また、国から示された地方財政計画により本町の歳入を

推計いたしますと、町税や地方交付税及び臨時財政対策債

等の一般財源は、前年度より若干の減額を見込んでおりま

す。

　今後も、老朽化した施設の改修や燃料費などの高騰、扶

助費の増加などによる支出の増が予想され、更に人口の減

少、高齢化の進行などにより、歳入の増加が難しいことか

ら、財政の硬直化が危惧される状況となっています。

　特徴的でメリハリのある投資的経費の財源を捻出し、魅

力あるまちづくりを進めるためには、更なる事務事業の見

直しなどを進める必要があると考え、総合計画と連動した

事務事業区分での予算編成などを本年度からスタートさせ

ることといたしました。

　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。

　始めに申し上げましたとおり、平成２４年度は私の３期

目の最終年であります。町民の皆様とともに進めてきた住

みよいまち弟子屈町、幸せな町へのチャレンジの取り組み

の集大成となります。未来に向けてより持続的な発展を成
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し遂げるため、力いっぱい取り組んでまいります。

　災害不安や経済の低迷など、閉塞感が漂う社会情勢が続

きますが、町民皆様が明るく生き生きとした弟子屈町をつ

くるため、本町の特性である自然環境の保全と活用、産業

の活性化、暮らしの向上、学校教育や文化活動の推進、人

材の育成や公共活動などに取り組む第５次弟子屈町総合計

画をしっかり実行してまいりますので、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。
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