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平成27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、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。 

 

我が国の経済情勢は「アベノミクス」など、国の経済政

策によりようやく長く暗いトンネルから抜け出し、景気は

緩やかに回復しつつあると言われておりますが、地方経済

においては少子高齢化、人口減少などによる経済の縮小が

急激に進み、依然、厳しい状況下であることに変化は見ら

れません。 

また、ここへきて国の「地方創生」などの動きが活発化

しており、こうした経済政策を注視しながら、きめ細かい

効率的な財政運営を進め、観光と農業を基幹とする産業振

興、医療福祉・介護、子育ての充実、教育振興、防災・減

災対策など、引き続き全力で取り組んでまいります。 

一方、懸案事項でありました養護老人ホーム「倖和園」、

特別養護老人ホーム「摩周」の移転改築や、新たな特産品

のワインの醸造、民間では自然再生エネルギーである温泉

熱を利用した果物の栽培、同様に温泉熱を利用した発電と
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野菜の栽培など、将来の当町にとって光明を見出すものと

期待する事業が進みました。これらにつきましては、議員

はじめ町民、関係各位の皆さまのご尽力とご協力があった

からこそと改めて衷心より感謝を申し上げます。 

今後とも町民が「豊かで幸せな町」を実感できるよう、

様々な取り組みを実行してまいります。 

 

それではまず、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。 

町としてはしっかりと地に足をつけながら、慎重に足取

りを進めていくとともに、行政の総合力を 大限に発揮す

るために、同じ方針の元「一体感」や「チーム」の意識を

町役場全体に持たせてまいります。 

平成２４年度に策定いたしました、第５次総合計画も４

年目を迎えますが、町民の皆さまが「豊かで幸せである」

ことが実感できるよう「水と森と人が輝き、活力あふれる

自立したまち」の実現に向けて、計画・実行・評価・改善

というＰＤＣＡの仕組みにしっかり取り組み、それぞれの

施策・事務事業を着実に実行し、各基本目標の達成と目標

を達成することによる住民満足度の向上を目指してまいり

ます。 
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また、２７年度には国が推奨する地方版の「人口ビジョ

ン」や「総合戦略」の策定にも注力し「人口減少対策」や

「地方創生」を念頭に、２５年後の未来である５２年度の

将来像とその達成に向けた、より実効性の高い計画策定に

取り組んでまいります。 

新年度はこうした国を挙げての取り組みを進める一方で、

公共施設の老朽化が進み、施設の更新需要が高まっていく

中、社会の変化や地域特性に応じた適切な公共サービスの

提供と、安定した財政運営を両立させるために、公共施設

を総合的に把握し、財政運営と連動させながら管理・活用

する仕組みである「公共施設マネジメント」を進めてまい

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申

し上げ、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２７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。 

「摩周湖」の大気汚染調査や登山道の維持管理など、ま

た「屈斜路湖」の湖水利用に関する課題の整理や魚類等の

保全、町を包含したエコツーリズム全体構想の推進につき
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ましては、関係機関団体等との協働により、保全と活用の

両立に努めてまいります。土地利用につきましては、市街

地における用途地域の見直しと併せて、２６～２８年度ま

での３ヶ年で、町全域における土地利用計画の策定を実施

し、市街地をはじめ農地や森林の適切な管理・保全に努め

てまいります。地籍調査事業につきましては、オソツベツ

地区の調査事業を28年度まで継続し、土地利用および土地

取引の円滑化を図ってまいります。 

次に『循環型社会の構築』に関してでございます。 

既に民間事業者による温泉熱などを活用した発電事業や、

酪農家による家畜ふん尿のメタンガス化を活用したバイオ

ガスプラント発電事業が始まっております。引き続きこう

した自然エネルギーの導入支援や調査研究を進め、有効活

用に向け、行政として必要な支援を行ってまいります。 

また、廃棄物の資源化及び減量化についてですが、燃や

せるごみは２１年度から釧路広域連合に加入し、釧路市高

山の清掃工場でガス化溶融炉により処理しております。そ

こで発生する熱エネルギーを利用した発電は、工場内の電

力のほかに、１億５千万円ほどの売電を行うなど 先端の

取組となっていますので、継続した処理を進めてまいりま

す。さらには新年度から特に高齢者の方の要望が多かった
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「空きびん」の分別方法の簡素化を図り、負担軽減するこ

とで、更なるリサイクル意識の向上に繋げてまいります。 

次に『観光と農業を柱とした地域活性化の推進』に関し 

てですが、町とＪＡ摩周湖農業協同組合、弟子屈町商工会

が連携し、特産品の掘り起こしを進め、行政のふるさと納

税の仕組みを活用することで、産業間の連携を進めてまい

ります。 

次に『雇用・新産業の創出』に関してですが、安定的雇

用に繋がる資格取得支援制度、町単独の雇用対策事業を実

施し、観光・農業・土木・福祉・教育分野などの離職者の

雇用を積極的に進めるとともに、複数の企業が共同で人材

を確保できる仕組みについても検討し、労働力不足の解消

を図ってまいります。 

次に『足腰の強い産業育成』に関してですが、後継者問

題や労働力不足、飼料や燃料類の価格高騰、そして、環太

平洋経済連携協定(ＴＰＰ)など、依然厳しい状況が続いて

います。このような中、農業経営の維持・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、積極的に対応するこ

とが求められております。酪農・畜産につきましては、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、
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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、現在、根室・釧路管内市町村長、ＪＡ組合長が一

堂に会し進めております「根釧酪農ビジョン」に示される

基本構想に基づき、新たな可能性について認識を共有し、

根釧酪農や地域の持続的発展に努力してまいります。 

 畜産の肉牛振興は、地域農業に参入しやすい分野であり、

一昨年、優良肉牛導入事業で導入した「鹿児島黒牛」のチ

ャンピオン牛を有効活用し、優良繁殖牛の増頭を促進し、

肉牛の振興を進めてまいりたいと考えております。農業の

担い手育成対策としては、昨年、新規で２戸が就農してお

り、今後も引き続き多様な農業経営体づくりを進め、中小

規模でも営農が継続できるよう支援してまいります。 

 家畜ふん尿の臭気対策につきましては、散布方法や新た

な「ばっ気処理システム」など臭気低減に向けた取り組み

を継続し、より良い対策について検討し進めてまいります。 

 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

害対策については、引き続き実施してまいります。 

 畑作につきましては、今後「経営所得安定対策」の見直

しが検討されることになっておりますが、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、関係機
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関を通じ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、これまでブ

ランド化を進めてきた摩周メロン、摩周そばなどのブラン

ド力の確立と併せ、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。  

 また、２４年度から本格的にワイン用ぶどうの栽培を始

めておりますが、昨年醸造のワインが秋頃に瓶熟成を終了

しますので「弟子屈産ワイン」第1号として発表いたしま

す。今後も栽培面積の拡大を図り、新たな名産品に育てて

まいります。基盤整備事業につきましては、国営総合農地

防災事業が昨年から着工されておりますし、農道整備や公

共牧場整備などの道営土地改良事業等も計画的に実施、草

地改良など持続的な整備に努めてまいります。 

森林・林業については、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、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。このほか

林業多目的センターを活用した木育行事の実施など、町民

が木と森林・林業にふれあう機会を大切にしてまいります。 

次に、「商工業」についてですが、人口減少などで、依然、



- 8 - 
 

厳しい経営状況が続いておりますので、プレミアム商品券

による町内消費喚起への支援、道の駅から町中への誘導、

観光客による町内消費の促進に向けたＰＲに努めてまいり

ます。特に訪日外国人の富裕層による町内消費が増加して

おりますので、商工会とも連携を図りつつこの流れを拡大

してまいります。また、事業者の経営安定化や設備投資が

円滑になるよう、中小企業振興条例（融資制度）や企業振

興促進条例に基づき効果的な制度の活用を周知しながら既

存企業を支援してまいります。 

 更に、現在もホテル経営や温泉熱ハウスでの通年型野菜

や果物栽培、浴場経営などの誘致活動を続けており、雇用

の場の確保と社会的流入人口の増加を図ってまいります。 

観光につきましては、昨年の中国広州地域やアジア地区

への官民一体となった誘致活動により、下期に入り訪日外

国人の富裕層を中心に東アジアからの入り込みが大幅に増

加し、施設によっては前年から大幅に伸びているところも

ありますので、これまで同様に粘り強く誘致活動を続けて

まいります。町民宿泊支援事業は町民からの強い要望もあ

り、町内で大きな経済効果も期待されますので、引き続き

実施してまいります。また、個人やグループで鉄路を利用

される方も増えつつありますので、ＪＲ北海道とも協力し
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ながら釧網線の利用促進を図り、併せて町内の 2 次交通の

整備も進めてまいります。阿寒国立公園の名称変更につき

ましても、公園を構成する他の９町や各方面のご協力を頂

き、国に対して強く働きかけをしてまいります。 

観光業は町内経済に大きな影響を持ち、特に老舗ホテル

の閉鎖などもあり厳しい状況ではありますが、観光の復活

に努めてまいります。また、観光産業を担う「摩周湖観光

協会」をはじめ、町民組織の「てしかがえこまち推進協議

会」、釧路市と進めております「観光圏」など、町内の各組

織や広域的な観光推進活動にも積極的に参加し、さらなる

観光振興に努めてまいります。  

次に観光施設についてでございます。道の駅「摩周温泉」

は全道１１４ヶ所の道の駅の中で、満足度は常に上位にラ

ンクされております。民間組織で運営されている直売会も、

アンテナショプとしての役割や、独自で各種イベントも行

うなど、一体として高く評価されております。今後におい

ても道の駅の機能の充実や町内消費を促す仕組みを検討し

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で

ある「元気てしかが２１」を基本に、各種がん検診をはじ
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め、特定健診の受診率向上に向け、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、各種予防接種の円滑な実施に努め、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、町内唯一の公的医療

機関である摩周厚生病院のＣＴ・ＭＲＩの更新整備に対し

て補助し、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、乳幼児から中学生までの医療費の実質無料化を実施し、

子育て世帯の負担軽減を図ります。更に国民健康保険、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。 

 『地域福祉の充実』についてでございます。 

 高齢者福祉の充実につきましては、厚生労働省の将来人

口推計による人口減少と、一層の高齢化に衝撃を覚えてお

り、本町の高齢化率も２６年１２月末現在で３４．３％で、

ほぼ３人に一人以上が６５歳を超える状況になっておりま

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歳以上になると予想されています。

こうした中、特養・養護老人ホームが本年４月から供用開
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始となります。新しい施設で新たな仕組みでの運営となる

ため、利用者をはじめ、ご家族、町民の皆様にも当分の間、

戸惑いがあろうかと存じますが、安心してご利用いただけ

るよう引き続き努力してまいります。完成後の施設に関し

ましては、見学会を実施するなど、町民の皆さんには是非

ともご覧いただきたく準備を進めております。 

 また、老人ホーム併設の地域交流ホールは福祉避難所と

しての機能もありますので、今後、災害時を想定した運用

のマニュアル化や訓練等を実施してまいります。 

 更に一人住まいのお年寄りの増加が見込まれることから、

職員が常駐して安否確認や生活相談のサービスを提供する

「サービス付き高齢者向け住宅」等の建設について、町内

の他の機関等での供給体制を考慮しながら民間運営を含め

て引き続き検討してまいります。 

 さらには高齢者の方々が元気に安心して暮らせるよう

「第6期介護保険事業計画」に基づき、介護保険給付サー

ビスを有効に活用し、将来にわたり介護を必要としないた

めにも、認知症をはじめとする予防事業を充実してまいり

ます。また、要援護者台帳を充実しこれらを関係機関とも

連携活用し、緊急事態等に備えてまいります。 

市民後見を含めた高齢者福祉事業の運用については、社会 
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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。 

障がい者福祉の充実につきましては「障害者総合支援法」

の施行により、制度格差が解消されていることを踏まえ、

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、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。

また、２７年度からの「第４期障がい福祉計画」の安定的

な制度実施に努めてまいります。 

 『子育て支援』につきましては、未来を担う子供を育て

る体制づくりが、将来のまちづくりの重要な課題でありま

す。妊婦健診費用の助成などの出産支援や、昨年はじめて

取り組んだ保育園や幼稚園の利用者負担の助成を継続して

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。 

 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、標準保育時間の１時間延長に取り組むなど、

乳幼児から学童までの「保育の充実」に努めてまいります。 

こども発達支援センターについてですが、２７年度から

は通所支援の利用者には「サービス利用計画」の作成が義

務付けられるなど、一部、利用の仕組みが変わりますが、
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指導内容については今後も今まで同様の療育を実施し、更

なる指導及び支援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、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、育児の孤立や不安、負担感の解消につなが

る支援を推進してまいります。また、放課後児童クラブに

つきましては、職員の有資格化や各クラブの運営規程の定

めに伴い、より事業の果たす役割と責任が重くなりますが、

引き続き働く保護者の支援と利用児童の安全と健康を確保

し、社会性や自主性の向上に努めてまいります。  

 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、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、こうした事件の未然防止や早期発見のた

め、さらに目配り・気配りし、児童相談所との密な連携の

もと支援の充実に努めてまいります。 

 また、２６年度に策定した「子ども・子育て支援事業計

画」に基づき、要保護児童や障がい児等を含めた、地域の

子ども・子育て家庭全体を対象とした支援を計画的に進め

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、引き続き石綿管の改
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修、管路図の電子化を行い、適正な管理体制の整備を進め、

本町の重要な水源の美留和地区に、更なる井戸を整備し、

町民の皆様への安全、安心な水道水の提供に努めてまいり

ます。 

温泉事業につきましては、老朽化している温泉管及び配

湯設備の更新を行い、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、摩周地区の工事を予定して

おり、供用区域の拡大に併せて生活環境の改善に努めてま

いります。また、浄化センターの計測設備の更新を行い長

寿命化を図ってまいります。なお、町内の下水道未普及地

域につきましては、今後、その整備手法なども含め検討し

てまいります。 

公営住宅につきましては、年次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が、２７年度は

住宅マスタープラン及び公営住宅長寿命化計画の見直しを

行います。現在、建替えを進めている泉ヶ丘団地は、地場

産材である「からまつ」を内装材に活用し「ユニバーサル

デザイン」を導入するなど、誰もが安心して暮らせる居住

空間の提供を推進しております。同事業はこれまでの３ヶ

年で８棟３６戸が完成し、本年度は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
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につきましては、２７年度はみはらし台団地２号棟の給排

水設備の改修・北側壁断熱の補強及びサッシの高断熱化な

どを含めた長寿命化改善工事や、浴室ユニットバス化など

の住環境の改善工事、物置の改築も予定しております。な

お、民間住宅の新築・リフォーム支援につきましても継続

して実施してまいります。 

快適な市街地の形成につきましては、町並み景観に配慮

した花いっぱい運動を自治会、各種団体と連携協力しなが

ら例年同様に推進してまいります。 

荒廃が進む空家対策につきましては、２月２６日に一部

施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によ

り基本方針が定められますので、これに基づき町の「空家

等対策計画」を早急に定めるとともに、利用可能な空き家

や土地につきましても、移住や定住促進の一環として「空

き家バンク制度」を創設するなど、流通促進を図ってまい

ります。 

都市公園につきましては、水郷公園を中心に施設の老朽

化に対する改築・更新を計画的に実施し、公園の長寿命化

を図りつつ、より安全で快適な公園整備を実施してまいり

ます。 

町道の整備につきましては、道路維持管理の徹底と冬期 
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除雪の充実と効率化を図りつつ、奥春別団地線、別西５

号線の改良・舗装工事を継続し、新たに泉町７号線の道路

整備及び別 43線の防雪柵新設工事を進めてまいります。 

また、道路橋梁施設の長寿命化につきましても「弟子屈

町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、既存橋梁の修善を計

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。 

国道や道々の維持及び改良につきましては、必要に応じ

国や北海道に要望しながら、町内全域の道路環境の整備を

図ってまいります。 

なお、道道屈斜路摩周湖畔線の国道３９１号交点から、

硫黄山を経由して川湯温泉までの歩道新設工事については、

北海道が２７年度に着手する予定であります。 

高齢化が進む中、町内の生活路線バスは益々重要な移動

手段となると考えており、これら移動手段の確保を図るた

め、国の支援制度を活用し、維持運行に努めてまいります。 

また、都市計画道路の町道別高台線の道道昇格につい

ても、２７年３月に道道認定を行い、２７年度末までに維

持管理など事務引き継ぎを進めてまいります。なお、同街

路整備事業については、２７年度から調査設計に着手する 

予定であるとのことです。 
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次に『安全・安心の確保』に関してでございますが、国 

際的にテロ情勢が悪化する中、テロ対策の万全を期すため、

弟子屈警察署や各関係機関と連携し「テロ対策川上地区パ

ートナーシップ推進協議会」を設立し「テロを許さない社

会、まちづくり」を進めてまいります。また、同様に各関

係機関・団体と協働し、交通安全運動を推進し、交通事故

が無い安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。 

さらに、組織的に巧妙化される新手の振り込め詐欺や、

不審者の出没など町民が不安を感じる犯罪が全国的に後を

絶ちません。引き続き生活安全推進協議会や防犯協会、暴

力追放運動推進協議会など関係機関と連携し、犯罪防止に

努めてまいります。 

また、多種多様で巧妙化する消費者問題に対応するため、

弟子屈消費者協会、弟子屈警察署をはじめとする関係機関

との情報の共有を図り、消費者被害を防止するための意識

啓発を行ってまいります。２８年度に建設を予定している

消防庁舎改築事業につきましては、防災センター機能や職

員詰所も併せて２７年度に実施設計を進めてまいります。 

 昨年は、全国的に見ても大きな災害が各地で発生し、尊

い命が失われました。本町でも昨年の12月には３日間、本

年１月から２月にかけても、毎週のように暴風雪が吹き荒
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れ、国道・道道などの通行止めなど、交通機関等の乱れが

生じ住民生活にも大きな影響がありました。今後もこうし

た災害に対しては、町ホームページや携帯電話等へのエリ

アメールなどを通じ、細かな防災情報を提供するなど、万

全な体制を整え、被害を 小限に食い止めるよう対応して

まいります。火山防災に関しましても、御嶽山の教訓をも

とにアトサヌプリの噴火警戒レベルの導入について準備を

進めてまいります。 

 また、長野県での地震では、地域の自主防災組織の活動

が支えとなり、規模が大きいにもかかわらず死者が無かっ

たとのことでございます。今後は地域との連携のもと自治

会単位で同様の組織づくりを進めてまいります。昨年は関

係機関をはじめとする地域住民の皆様のご協力を頂き、17

年ぶりとなる総合防災訓練を実施することができました。  

今後も定期的な訓練の実施を継続するとともに非常食や

水、毛布などの備蓄品につきましても、計画的に購入し、

いざという時の備えに万全を期してまいります。 

次に『学校教育の充実』に関してでございます。 

少子高齢化の進行、人口の減少、未だ先行き不透明な経

済情勢など、課題が山積している現代社会にあって、教育

を取り巻く環境も大きく変化しております。こうした変化
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に適切に対応するためには、これまで以上に学校・家庭・

地域との連携を深めるとともに、計画的に教育環境の充実

を図っていくことが肝要であると考えております。 

まず、学校教育につきましては児童生徒一人一人の学習、

生活、体力等のよさや伸びに目を向けた指導を行うことが

できるよう、町学力調査や学習・生活習慣調査、新体力テ

スト等の諸調査を引き続き実施してまいります。また、教

職員の資質向上に向け、校内研修における指導助言はもと

より校外での教職員研修への参加を積極的に促し、学校教

育用パソコンの更新など、情報・通信技術である「ＩＣＴ」

の効果的な活用を推し進め、一層、授業の工夫改善が図ら

れるよう支援してまいります。 

３月末をもって閉校となる昭栄小学校の児童に関しては、

４月から弟子屈小学校への通学が決まっておりますが、引

き続き充実した学校生活を送ることができるよう、 善を

尽くしてまいります。 

特別支援教育につきましては、一人一人のニーズに応じ

たきめ細やかな教育が適切に行われるよう努めるとともに、

学びに必要な教材・教具等を整備してまいります。 

校長や教頭、教務主任等の連携会議を定期的に開催し、

情報の共有化を図ってまいります。また、集合学習やジュ
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ニア・パーク・レンジャー事業など、他校の子どもたちと

共に学ぶ学習活動や事業等を継続支援してまいります。 

弟子屈高等学校につきましては、今後も北海道教育委員

会の動向を見ながら、町民の皆様と連携し、現状のままで

存続できるよう働きかけを行います。さらには引き続き通

学バス利用に対する支援や、文化・スポーツ等の全道全国

大会出場への助成などを行い「魅力ある学校づくり」を積

極的に進めてまいります。 

 次に『社会教育活動の推進』に関してでございます。 

社会教育活動につきましては、これまでの公民館での教

育活動を高く評価いただき、文部科学大臣から優良公民館

として表彰を受けたところですが、これに奢ることなく今

後ともさまざまな社会教育活動を充実してまいります。  

特に高齢者が楽しく学習を継続できるよう、学習活動を

通じた話し相手などの仲間づくりや、多様な学習機会の提

供に努めてまいります。また、青少年が心身ともに健全に

育っていくためには、学校、家庭及び地域で行われる教育

が、それぞれの役割を発揮し、相互に連携し進められるこ

とが重要です。地域全体で未来を担う子供たちを健やかに

育む体制づくりに、引き続き取り組んでまいります。 

『文化・スポーツ活動の推進』に関してでございます。 
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「文化・スポーツ活動」は町民の生活や心を豊かにしま

す。こうした活動が町民を惹きつけ、感動させる力は連帯

感の醸成に繋がるなど、活力あるまちづくりに不可欠なも

のとなっております。こうしたことから、町民が日常生活

の中で気軽に文化やスポーツ活動に親しめる機会の充実に

努めるとともに、文化、体育協会等の推進団体への支援を

継続してまいります。２６年度は特に町内小中高の児童生

徒が各種スポーツ大会・文化コンクール等で優秀な成績を

残し、総勢１７２人が全道・全国大会への出場を果たして

おります。今後ともこうした大会への出場助成についても

継続し、文化・スポーツの振興を図ってまいります。 

本町の貴重な財産であります文化財や郷土芸能につきま

しては、引き続き適切な保護・保存に努め、伝承活動への

支援や「てしかがの蔵」の活用により、郷土の歴史・文化

の継承に取り組んでまいります。 

また、北海道縄文のまち連絡協議会との連携により縄文

遺跡が持つ歴史的な意義を知る機会の提供を図ってまいり

ます。併せて国や北海道等の関係機関とともに、先住民族

であるアイヌの人々の歴史や文化に関する知識の普及啓発

に努めるとともに、アイヌ古式舞踊などの伝承・保存活動

を支援してまいります。 
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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。 

町内で生活や仕事をしている一人ひとりが人材であり、 

それぞれの個性や専門性を活かした様々な立場での協働・ 

連携をすることで、町民一人ひとりが輝き、豊かさを実感

できる地域を創造し「地域の魅力を高める人材育成」が進

められます。しかし、人口減少や少子高齢化が進む中、特

に現役世代の減少など担い手不足は否めません。総務省が

推奨する「地域おこし協力隊」を募集して、町外から人材

を登用し、地域づくりの一端を担って活動するなど、地域

をけん引するリーダーの育成を進めてまいります。 

また、社会貢献に対して高い参加意識を持っている高齢

者の皆さんにも、その知識や経験を活かし、地域や社会に

積極的に参加できるようなシステムづくりや支援について

も検討してまいります。 

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』に関してでございます。 

町内のまちづくりに資するさまざまな人材の掘り起こし

を行い、掘り起こした人材を活かすために、インターネッ

トによる人材活用ネットワークづくり「人財バンク」を進

めることで、さらなる人材育成そして人材の活用を進めて 
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まいります。 

姉妹都市交流についてですが、昨年度、阿寒国立公園80 

周年記念に、同市から40人の市民訪問団がいらっしゃいま

した。日置市との姉妹都市交流の継続と町民同志のさらな

る交流の活発化を進めるため、本年度は当町から町民訪問

団を組織し、同市を訪問し交流を深めてまいります。また、

日置市も市制１０周年記念事業として、当町産業祭りに合

わせて地元の「鹿児島黒牛」の消費拡大と宣伝を兼ねた

「(仮)和牛祭 2015in 弟子屈」の開催を予定しており、双方

の連携による産業活性化を図ってまいります。 

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、３月末に閉校となる昭栄小学校の跡地利用を

含めた南弟子屈地域の地域づくりについて、地域自治会の

皆さんや先ほど申し上げた地域おこし協力隊、行政、民間

事業者など多様な方々と共に取り組んでまいります。 

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。本年度の北海道広報コンクールで栄えある「特

選」にご選出いただきました「広報てしかが」を主体とし

て、町公式ホームページのリニューアルを実施することで、

町政に関する様々な情報提供を図り、広く情報共有を進め

てまいります。また、タウンメールや町民アンケート、町
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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。 

総合サービス室の業務につきましても、住民の皆様に役

場庁舎内の総合案内窓口として認知され、各課との連携を

図りながら、その機能を果たしてきたものと考えておりま

す。今後も更に便利で充実したサービスの向上に努めてま

いります。 

高度化・多様化する住民ニーズに対応し、これまで以上

に個々の職員に困難な課題を解決する能力と、高い業績を

挙げることが求められております。これらに対応するため、

職員の研修制度の充実と、地方公務員法の改正による「人

事評価制度」の導入に向け、準備を進めてまいります。 

町税につきましては、本町においても法人関連で一時の

低迷からやや復調の兆しが見えるものの、ホテル関連業で

は宿泊客数の減少から経営の悪化、さらには休業や廃業に

至る事業所もあり、依然として税財源の確保が難しい状況

が続いております。 

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の執行を強化し、

滞納の解消に努めてまいりましたが、納税者の皆様には引
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き続き、自立した町づくりのための主要な財源としての税

への、ご理解とご協力をなお一層求めつつ、より厳正かつ

積極的な滞納処分を進め、更なる税収確保に努めてまいり

ます。 

また、納税者の納めやすい環境の整備を図るため、２９

年度にはクレジット収納、また、翌３０年度にはコンビニ

収納の運用開始を予定しておりますので、２７年度から各

関係機関との調整など導入準備を進めてまいります。 

 

歳入歳出の概要について申し上げます。 

２７年度一般会計予算は総額７７億１千３００万円で前

年度比２５．７％の減、国民健康保険特別会計など６つの

特別会計の合計額３２億４千５３７万６千円で、前年度比

５．９％の増額となっております。一般会計の歳入につい

ては税収の増額が見込めないことや、地方財政計画におけ

る各種交付金の伸びが期待できないことから、厳しい編成

となりました。歳出は老人ホームの改築事業の主体工事が

終了しましたので、前年度からは大幅な減額となりました。

今後も経済情勢や国の制度などを見極めながら健全な財政

運営に努めてまいります。 

 以上、町政運営における、私の町政執行に臨む基本的な
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姿勢・方針と主要な施策の概要を申し述べました。 

今後とも、町民の皆さまが「豊かで、幸せな町」を実感

できるよう、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。 


