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　平成２６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。

　昨年を振り返りますと、日本の将来に大きく影響するさ

まざまな施策が政府によって表明された年でもあります。

　なかでも、大胆な経済再生戦略の推進や社会保障の持続

を掲げ段階的に引き上げられる消費税率などは、地域経済

は勿論、私たちの生活に直接関わる重要な案件であり町政

を預かる身として引き続き注視していかなければなりませ

ん。更に、消費増税とともに減税や社会保障の一体改革な

どの各種支援施策やＴＰＰについても引き続き情報の収集

に努めてまいりたいと存じます。　　　　　　　　　　　 

　さて、平成２６年度における各種施策についてでござい

ますが、懸案でありました養護老人ホーム「倖和園」及び

特別養護老人ホーム「摩周」の建設がいよいよ始まりま

す。

　養護７０床、特養１0０床及びショートステイ１０床の

当施設は総工費３０億円を超える大事業であります。



　他にも、生活環境の充実や施設の老朽化対策、農業や地

域の担い手対策など将来を見据えた取り組みも手掛けてい

かなければなりません。

　山積する諸課題も多く、これらの解決に向け改めて議員

の皆様、また町民の方々のご協力をお願い申し上げ、平成

２６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。

　我々弟子屈町民の貴重な財産であります、「摩周湖」

「屈斜路湖」「硫黄山」などの、美しい景観と自然環境を

保全し、また地域の観光資源として有効活用するため、町

民の皆様を始め各関係機関や団体等との連携を強化すると

ともに、継続的な取り組みと情報発信に努めていかなけれ

ばなりません。

　特に摩周湖の環境保全につきましては、北海道大学や道

立総合研究機構などの学術機関と連携して大気汚染調査な

どの調査研究事業を今後も継続して実施してまいります。

　また、「摩周岳登山道」につきましては、環境省により

案内板の更新や危険箇所の修復等が行われておりますが、

事業完了に合わせて、関係団体・機関と連携し、適正な維



持管理に努めてまいります。

　「屈斜路湖」につきましては、関係機関やそれぞれの愛

好者の理解や協力を求めつつ、安全で適正な利活用及び保

全活動に努めてまいります。

　土地利用につきましては、市街地における都市計画用途

地域の見直し作業を昨年から実施しておりますが、町全域

における土地利用計画の策定にも着手し、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。

　次に『循環型社会の構築』に関してでございます。

　自然再生可能エネルギーの導入拡大につきましては、こ

れまで民間事業者の取り組みや太陽光発電システムの導入

に対し支援を行ってきたところでありますが、国を挙げて

普及拡大を推し進めている状況下であることから、引き続

き取り組んでまいります。

　環境負荷の軽減対策につきましては、廃棄物の資源リサ

イクル化や減量化推進の一助となるよう、新たな資源化品

目となっている「小型家電」について試験的に回収ボック

スを設置し、回収量や課題などについて把握と整理を行い

ながら効果的かつ効率的な回収システムとなるよう検討し

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

てでございます。

　地場産品を使った特産品の開発を推進するため、各業界

団体が緊密に連絡を取り合い、まち全体が共通の認識で商

品の付加価値と知名度が高まるよう取り組んでまいります。

　雇用・新産業の創出につきましては、安定的雇用に繋が

る資格取得支援制度や町単独の雇用対策事業などにより、

離職者の雇用対策を積極的に進めてまいります。

　企業誘致につきましては、人口の流失が続く中で雇用の

場の確保と同時に定住化対策として喫緊の課題と考えてお

ります。日本経済が上向き傾向にあるなかで、本町の温泉

資源を利用した新たなビジネスなど、地域にとって有益で

あると判断できる企業の誘致活動や特産品の開発を引き続

き行ってまいります。

　続いて『足腰の強い産業育成』に関してでございます。 

　まず、農業の振興につきましては、本町の農業を取り巻

く環境は、後継者問題や労働力不足、飼料や燃料類の価格

高騰など、依然厳しい状況が続いています。

　また、環太平洋経済連携協定ＴＰＰの情勢次第では、本

町に大きな困難をもたらすばかりでなく、地域社会全体に



多大な影響を与えることが懸念されます。

　交渉結果を受け、今後国が打ち出す対策を見据えつつ、

必要に応じた支援策が講じられる体制作りを検討するとと

もに、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、積極的に取り組んでまいります。

　酪農・畜産につきましては、より一層、耕畜連携を図り

町内の自給飼料の確保に向けて、生乳生産基盤強化事業や

草地基盤整備事業などに取り組んでまいります。

　また、肉牛振興は、地域農業に参入しやすい分野である

ことから、昨年姉妹都市でもあります日置市から導入した

チャンピオン牛を有効活用するとともに、優良肉牛導入事

業を継続実施してまいります。

　農業の担い手育成対策につきましては、「弟子屈町新規

就農者誘致特別措置条例」の改正により、支援内容を拡充

したところであり、２名の新規就農を予定しておりますが、

今後においても多様な農業経営体づくりに向けた研究や中

小規模でも営農が継続できる方策などについて、検討して

まいります。

　このほか、家畜ふん尿の臭気対策や伝染病の防疫対策、



エゾシカによる農業被害の対策を引き続き実施してまいり

ます。

　畑作につきましては、国による「経営所得安定対策」の

見直しが農業者の所得安定につながるよう強く要望すると

ともに、畑作基盤強化事業などに取り組んでまいります。

　また、新たな作物導入による経営形態の強化や輪作体系

の確立、摩周メロン、摩周そばなどのブランド化の推進と

併せ、今年醸造用として収穫するブドウを今後「弟子屈産

ワイン」として製品化できるよう栽培面積を拡大するなど

の事業に取り組んでまいります。

　基盤整備事業につきましては、国営総合農地防災事業

（美留和地区）が、本年度から着工されます。今後も農道

整備や公共牧場整備などの道営土地改良事業等を計画的に

実施し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、国の補助事業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。

　商工業につきましては、人口の減少などにより依然厳し



い状況が続いております。業種によっては観光客の泊食分

離などで業績を伸ばしている部分もありますが、更なる域

内循環に繋がる仕組み作りが必要であることから、宿泊客

の消費拡大による効果が大きい宿泊施設などに対し今まで

以上に町内での消費をお願いしてまいります。

　また、空き店舗活用や新規就労者対策をはじめ、経営の

安定化や設備投資が円滑に出来るよう中小振興融資制度や

企業振興促進条例の活用を積極的に周知してまいります。

　観光業につきましては、夏場の天候不順などから近郊の

日帰り客を中心に伸び悩んだ部分もありますが、ここ数年

積極的に行っております観光客の誘致に向けた官民一体と

なった取り組みの成果も出てきていることから、手を緩め

ることなく引き続き観光振興に努めてまいります。

　本年は特に、高速道路の延伸による道内客対策を釧路管

内一丸となって進めてまいりますが、町独自のＰＲ活動も

展開してまいります。

　また、釧路港に２０隻程度の入港が見込まれているク

ルーズ船に対応するため、釧路市や旅行会社と連携のうえ

町内を観光ルートとして頂けるよう働きかけてまいりま

す。



　なお、国も力を入れております訪日外国人の誘客につき

ましては、一昨年の台湾でのプロモーション以来、東アジ

アや東南アジアでの本町の知名度も上がり個人富裕層を中

心に増加傾向にあります。大きな市場として情報を収集し

ながら効果的な誘客活動を行ってまいります。

　現在の旅行者は「食」に対するニーズが高く本町の農畜

産物も大きな魅力を秘めております。２５年度は東京都中

野区の１１店舗のレストランや居酒屋などで本町のジャガ

イモを使った創作料理をメニュー化して頂き、ジャガイモ

生産者が直接契約栽培の申し出を受ける事例もあるほか、

１月には中野区観光協会の協力を頂きツアーも実施された

ところであります。冬の温泉熱ハウス栽培は、安心安全で

新鮮な食材を提供できる付加価値として農業にも有効と考

えており、農業との連携を拡大し本町の観光振興と経済の

活性化に努めてまいります。

　阿寒国立公園は、昭和９年１２月４日に国立公園の指定

を受け、本年で８０周年を迎えます。ご承知のとおり、阿

寒国立公園のエリアは、摩周湖や屈斜路湖、硫黄山を含ん

でおりますが、公園の名称にそれらの景勝地名は入ってお

りません。名称変更は地域の活性化に大きな影響を及ぼす



ものであり、町民の悲願でもあります。現在、関係自治体

や関係機関とも調整を続けており、「阿寒・摩周・屈斜路

国立公園」と改名したいと考えておるところであり、困難

はありますが議会及び町民の皆様と共に実現に向け全力で

努力してまいりたいと考えております。

　観光業は、色々な要因で浮き沈みが大きな産業でありま

すが、現在は弱いながらも追い風が吹いております。「て

しかがえこまち推進協議会」をはじめ、「摩周湖観光協

会」や町内唯一の旅行会社であります「ツーリズムてしか

が」が連携し商品造成・営業・受入れ体制の三本柱を再度

強化することが大切であり重要であることから、行政と致

しましても各種支援をしていきたいと考えております。

　道の駅につきましては、２５年度で施設整備がほぼ完了

しております。今後は、周辺公園と一体となった利用促進

をはじめ、近隣の道の駅や直売所との連携を強化しなが

ら、利用者の増加に繋がるイベントの開催や広域的な情報

提供、町民の利用促進に努めてまいります。

　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、各種がん検診を

はじめ、特定健診の受診率向上のために、制度の一部拡充



を図るとともに、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、予防接種のメニューに高齢者肺炎球菌ワクチンを

新たに加え、接種費用の助成をするとともに、定期予防接

種に追加される、小児水ぼうそうワクチン接種の円滑な実

施に努めてまいります。

　「医療の充実」につきましては、町内唯一の公的医療機

関である摩周厚生病院の運営支援や救急体制の維持を図る

とともに、移転整備される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や国保、後期

高齢者医療制度の適切な運営を行ってまいります。

　「高齢者福祉の充実」につきましては、厚生労働省の推

計では、わが国の人口の減少と高齢化は一層進むとされて

おり、本町の高齢化率も現在３３．４％（２６年１月末現

在）で、ほぼ３人に一人が６５歳を超える状況になってお

ります。

　本年度は２７年度から３年間の「高齢者保健福祉計画・

第６期介護保険事業計画」の策定年度にあたります。これ

までの計画の評価・分析を行い町の総合計画との整合性を



図るとともに、介護予防給付など制度の見直しによる影響

が出ないような計画づくりを進めてまいります。

　また、現行では７５歳以上の一部の方に限られていた

「高齢者バス・ハイヤー料金及び燃料費助成事業」の対象

者を７５歳以上の方全員に拡大し、高齢者の健康保持と生

きがいのある生活を支援してまいります。

　更に、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、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、民間運営を含めて検討してまいります。

　デイサービスセンターにつきましては、これまで町の直

営で事業を行ってまいりましたが、更なるサービスの向上

を図るため、２７年度から弟子屈町社会福祉協議会が運営

を行う予定であり、今後移行に向けた準備を進めてまいり

ます。

　「障がい者福祉の充実」につきましては、昨年４月に改

正された「障害者総合支援法」の施行により、制度格差が

解消されたことを踏まえ、適正な運用に努めるとともに福

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、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出産支援を継続実施するととも

に、乳幼児や子どもの健やかな発育と療育支援、加えて少

子化対策に努めてまいります。

　保育体制の充実につきましては、安全で安心に過ごせる

環境の中で乳幼児から学童まで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

社会を確立するよう努めてまいります。

　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。

　こども発達支援センターでは、各種法律の改正により、

「児童発達支援・放課後デイサービス」という、新たな事

業名称で事業を行なっており、２７年度からは通所支援を

利用するには「支援利用計画」の作成が義務付けられるな

ど、サービス利用の仕組みが一部変わることから、今後に



おいても更なる指導及び支援の充実に努めてまいります。

　また、「子ども・子育て関連３法」に基づき、昨年１１

月には「弟子屈町子ども・子育て会議」を設置したところ

であり、過日実施した「子育て支援に関するニーズ調査」

を基に策定する「子ども・子育て支援事業計画」と併せて、

引き続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の基盤整備を計画的に進

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。

　「水回りの充実」ですが、上水道事業につきましては、

石綿管の布設替え、施設の耐震対策、メーター器の交換、

管路図の電子化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。また、温泉事業につき

ましては、新設される老人ホームへの温泉供給に向け管路

及び配湯施設の整備並びに老朽化している施設の更新を行

い安定した温泉の供給に努めてまいります。

　下水道事業につきましては、泉地区の工事を行うととも

に、川湯・美留和地区の整備に向け、実施設計を執り進め

てまいります。また、浄化センターの長寿命化を図るため

機器の更新工事を実施致します。



　「快適な市街地形成」につきましては、従来同様、自治

会館・公共施設周辺及び沿道の景観向上を目的とした花

いっぱい運動を推進するとともに、摩周フラワーマスター

協会や町内で景観整備を積極的に実践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。

　次に公営住宅につきましては、これまで策定した年次計

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

いるところであります。

　長寿命化計画に基づいた改修事業につきましては、みは

らし台団地１号棟の長寿命化改善工事や住環境の改善工

事、合わせて、物置の改築及び１・２号棟の団地内通路の

整備も予定しております。

　都市公園につきましても、改築・更新を計画的に実施

し、より安全で快適な公園整備を進めるとともに、長寿命

化を図ってまいります。

　また、泉ヶ丘団地建替えに伴い２５年度より実施してお

ります泉ヶ丘公園の移設も、２６年度の完成に向け実施し

てまいります。

　「移動手段の確保」につきましては、町内の路線バスは、

利用者の減少などにより厳しさを増しており、赤字路線を



維持していくための方策が急務となっております。

　昨年度の美留和線と川湯線に続き、高齢者などの移動手

段として弟子屈市内線についても国の支援対象となるよう

鋭意取り進めてまいります。

　また、バスの乗り方などを解説したパンフレットを作成

するとともに、「弟子屈えこパスポート」による観光周遊

交通と地域生活交通が一体となった地域の公共交通体系の

構築を図ってまいります。

　町道の整備につきましては、道路維持管理の徹底と冬期

除雪の効率化を図るとともに、美留和地区の町道石狩別川

沿２号線と川湯の森病院線（仮称）の舗装工事、奥春別団

地線の改良・舗装工事を継続し、新規としましては、当別

西５号線の整備を進めてまいります。

　道路橋梁施設の長寿命化につきましては、「弟子屈町橋

梁長寿命化修繕計画」に基づき、既存橋梁の改修を計画的

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。

　国道及び道々の道路環境整備につきましては、必要に応

じ国や北海道に要望しているところでありますが、国道３

９１号線から硫黄山を経由して川湯市街地を結ぶ歩道の新



設については、工事着手予定とのことであり、また都市計

画道路である町道当別高台線の道道昇格についても、引き

続き事業化に向け関係機関との協議を進めてまいります。

　次に『安全･安心の確保』に関してでございます。

　防犯、暴力追放、交通安全の活動・取り組みにつきまし

ては、弟子屈警察署と連携を図り、関係団体と一体となっ

て取り組んでいるところであります。

　幸いにも昨年は、関係者の努力によって死亡交通事故の

発生は無く、事件の発生件数も横ばいに推移しております。

　本年度においては、企業による子どもの見守り活動など、

新たな取り組みを検討していくなかで、事件・事故のない

安心して暮らせるまちづくりに努めてまいります。

　「消費者活動の充実」につきましては、様々な形態に変

容する詐欺や増加傾向にある若年層に対する不当請求など

に対応するため、弟子屈消費者協会をはじめ、町内各関係

機関、団体との連携を強化するとともに、被害防止のため

の取り組みを展開してまいります。

　「災害対策の充実」につきましては、これまで弟子屈中

学校や弟子屈町観光交流館を中心とした地域防災拠点の整

備と、旧学校給食センターを防災備蓄庫とする改修事業を



実施してまいりました。今後は、防災備蓄品を適正に配置

するとともに、引き続き非常用食料等を計画的に購入して

まいります。

　昨年３月の暴風雪の際、中標津町において５名の方が亡

くなるという痛ましい事故がおきました。本町において

も、町と関係機関相互の情報収集や連絡通報体制の確立と

併せ、災害対策本部等の設置基準を明記した「職員用災害

発生時対応マニュアル」を改正し、このマニュアルに沿っ

て職員非常召集訓練、災害対策本部設置訓練を実施したと

ころであります。

　また、気象庁からは、硫黄山は２６年度末までに噴火警

戒レベルが導入される予定との情報もあることから、関係

機関、近隣自治体等と十分に連携を図りながら避難計画を

策定する等、火山防災対策を進めてまいります。

　町民皆様のご理解とご協力を得るためにはいろいろな災

害に対応できる防災教育が必要と考えておりますので、

「防災ガイドブック」の配布、広報てしかがの紙面を活用

した防災に関する啓蒙活動や自治会単位での防災訓練を

行ってまいります。

　次に『学校教育の充実』に関してでございます。



　子どもたちが、心豊かに、たくましく生きていく能力や

意欲を培うことは私たちの願いであり、子どもたちがさら

に充実した学校生活を送ることができるよう、学校・家

庭・地域が連携した「まなびの環境づくり」の基盤整備に

取り組んでまいります。

　「確かな学力」を支えるための基盤として、学校生活に

対する適応状況や生活習慣・学習習慣などの実態を把握

し、きめ細やかな指導に適切に活かすことができるよう、

町独自の調査を新たに実施し、学校の教育活動の支援を進

めてまいります。

　特別支援教育につきましては、全ての子どもたちがより

充実感、達成感を味わいながら学校生活を送れるよう支援

員の増員や関係機関との連携の強化を一層進めてまいりま

す。

　大きな社会問題となっているいじめ・不登校等につきま

しては、これまで以上に子どもたちの抱える悩みや不安に

関わろうとする学校の取り組みに対して、積極的な支援を

進めてまいります。また、重大な事態が発生した場合に対

応できる組織の整備を進めてまいります。

　昭栄小学校の閉校に関しましては、子どもたちが充実し



た学校生活を送ることができるよう最善を尽くしながら、

今年度末までの閉校事務を進めるとともに、今後地域にお

ける閉校事業に対しての支援を行ってまいります。

　弟子屈高等学校につきましては、「魅力ある学校づく

り」への支援を拡充し、北海道教育委員会の動向を注視し

つつ、町民の皆様とともに存続を働きかけてまいります。

　次に『社会教育活動の推進』に関してでございます。

　町民が充実した心豊かな生活を送り、生涯を通じて生き

がいのある人生を過ごすためには、町民の主体的な学習活

動を促進するとともに、学ぶ意欲を支えることが重要であ

ります。このため、町民の多様なニーズに応じた学習機会

の充実や学習情報の提供など、その学習活動を継続するこ

とができる環境づくりに引き続き努めてまいります。

　また、青少年の健全育成を図るためには、学校、家庭及

び地域が相互に連携・協力し基本的な生活習慣や学習習慣

を身につけさせることが必要であり、そのような地域ぐる

みの教育活動がより活発に展開さ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は、生きがいづくりや心身の

健康を図るとともに、人と人との交流を促進し地域の活力



を高めるなど極めて重要なことであります。町民誰もが文

化やスポーツに親しめるよう団体活動への継続的な支援を

はじめ、施設の老朽化対策を検討してまいります。

　貴重な財産である文化財や郷土芸能などは、引き続き保

存や支援を行い次世代に継承するとともに、てしかがの蔵

による郷土資料の整理・展示など町民との協働により地域

の歴史の保全に取り組んでまいります。　　　

　また、屈斜路コタンアイヌ民俗資料館などを通じて、ア

イヌの伝統や文化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。

　まちづくりの根幹は人であります。しかし、人口減少や

若者世代の流出など担い手不足の課題は山積しており、関

係団体や各機関の活動を通じた将来を担う人材の育成と

ネットワーク作りが必要です。２６年度は特に各産業にお

ける人材育成や連携を育む産業間交流、人材や協働団体の

把握及び職員研修などに取り組んでまいります。

　また、活発な地域間交流として、昨年姉妹都市交流３０

周年を迎えた鹿児島県日置市との交流についても阿寒国立



公園の８０周年の記念の年に合せて訪問団を受け入れるな

ど更に深めていきます。

　次に『ともに汗をかき進めるまちづくり』に関してでご

ざいます。

　町民や自治会、各団体がまちづくりに参画できる場の提

供を引き続き行うとともに、男女や年齢の区別なく多くの

方が社会参加できる仕組みづくり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。

　町民の生活や福祉の向上に全力で努めることは行政組織

としての最大の任務であります。そのためには、町民の考

えを的確に把握して実行し、最大限の信頼を得ることが必

要であります。タウンメールやアンケート、懇談会などを

通じて意見を集約して、事務事業に反映するとともに、広

報紙やインターネット、説明会など様々な手法を使ってま

ちの動きを的確に情報提供していく双方向型の情報共有を

更に進めてまいります。

　「的確で効率的な行政運営」につきましては、昨年度に

新設しました総合サービス室の業務も各課の横断的な連携

のもと、役場庁舎のワンストップ窓口としての機能を果た

してきたものと考えております。今後もさらに役場庁舎を



訪れる住民の皆様の利便性やサービスの向上に尚一層努め

てまいります。

　また、毎週水曜日の午前中に限り屈斜路研修センター内

で開設していた役場屈斜路支所における住民票、戸籍、印

鑑証明書などの受付・交付事務を、この４月１日より屈斜

路郵便局において取り扱いサービスが開始される運びと

なっており、住民サービスの向上が図られることとなって

おります。

　町税につきましては、国内経済が若干の回復傾向を見せ

るものの、長引く不況の影響から町内経済は疲弊してお

り、依然税源の確保が難しい状況が続いております。

　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の滞納処

分の執行を強化してまいりましたが、引き続き納税者の皆

様には自立した町づくりのための主要財源としての理解と

協力をなお一層求めつつ、より積極的な滞納整理を進める

とともに、更なる啓蒙活動の実施により税務行政の信頼維

持に努めてまいります。

　平成２６年度予算は、一般会計で総額１０３億８千万円

で前年度比４６．９％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３０億６千３８５万３千円で前年

度比１２．０％の増となっております。

　予算編成においては、３０億円を超える老人ホームの改

築事業費の捻出と各施設の老朽化対策や燃料費・電気料の

高騰、４月からの消費税や労務単価の増など多くの歳出増

加要因があり、一方歳入は、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、基金の充当や多額の地方債の借入などを行う厳

しい編成となりました。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。

　併せて、公共施設の有効活用をはじめ、老朽化した施設

の更新や統合、廃止などを計画的に進めるため、公有資産

の適正化計画の策定を本年度から着手してまいります。

　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。

　国の財政が一層厳しくなる中、地方財政もさまざまな影

響を受けており、経済情勢の好転が期待される一方、人口

減少と少子化高齢化、都市部との格差や雇用面での格差の

問題も顕在化しております。更に、TPPなどの重要政策によ

り今後大きな変化が起こる可能性もあります。



　本町の人口も８千人を割り込む状況となってまいりまし

た。

　そのような中でも、本町の特性である自然環境を活か

し、町民が安全で安心して生活できる第５次弟子屈町総合

計画を柱とした各種施策を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。


