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予算概要予算概要

（１）総　括
　平成28年度の全会計の予算総額は、66億8653万円となり、平成27年度の町長選挙後の実質的な予算である６月
補正後予算総額と比較すると、7.3パーセント増加しました。
　各会計の予算額は次のとおりです。

各会計予算総括表	 （単位：千円）

会　　　　　　計 平成28年度
予　算

平成27年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 5,959,217 5,499,346 459,871 8.4

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 392,843 402,659 △	9,816 △	2.4
後期高齢者医療特別会計 102,915 106,417 △	3,502 △	3.3
下 水 道 事 業 特 別 会 計 197,593 193,532 4,061 2.1
農業集落排水事業特別会計 33,962 30,740 3,222 10.5

小　　　　　計 727,313 733,348 △	6,035 △	0.8
総　　　　　合　　　　　計 6,686,530 6,232,694 453,836 7.3

（２）一般会計
　一般会計の収入と支出について、その内容を説明します。
【収入】一般会計の収入の内訳は次のとおりです。

一般会計収入	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成28年度
予　算

平成27年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

依

存

財

源

地 方 譲 与 税 な ど 235,400 225,100 10,300 4.6
地 方 交 付 税 2,935,000 2,885,000 50,000 1.7
国 庫 支 出 金 344,771 289,331 55,440 19.2
道 支 出 金 469,296 446,620 22,676 5.1
借 金 587,200 452,600 134,600 29.7

自

主

財

源

町 税 524,176 525,595 △	1,419 △	0.3
分 担 金 お よ び 負 担 金 61,284 54,142 7,142 13.2
使 用 料 お よ び 手 数 料 128,913 127,538 1,375 1.1
財産収入・諸収入など 304,636 174,405 130,231 74.7
繰 入 金 368,541 319,015 49,526 15.5
合　　　　　　計 5,959,217 5,499,346 459,871 8.4

　依存財源とは、国や北海道から受けるお金や借金のことを、自主財源とは、まちが直接受けるお金のことをい
います。依存財源がまちの収入の約８割を占めており、中でも地方交付税は収入全体の約半分を占める重要な財
源です。地方交付税は、決まったことにしか使うことができない国・道支出金や借金とは異なり、まちが自由に
使うことができるお金です。
　平成27年度の６月補正後予算と比較すると、依存財源では借金が大きく増加しています。その増加要因として
は、行政区自治会館の建て替えや消防車両更新などの事業の財源とするためです。一方、自主財源で財産収入・
諸収入などが大きく増加しているのは、ふるさと応援寄附金を大きく見込んでいるためです。
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【支出】一般会計の支出の内訳は次のとおりです。

一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成28年度	
予　算

平成27年度	
6月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 857,557 519,954 337,603 64.9
民 生 費 726,034 688,219 37,815 5.5
衛 生 費 625,340 545,245 80,095 14.7
農 林 水 産 業 費 467,300 423,124 44,176 10.4
商 工 費 222,233 240,233 △	18,000 △	7.5
土 木 費 728,496 587,082 141,414 24.1
消 防 費 262,933 193,367 69,566 36.0
教 育 費 467,986 412,293 55,693 13.5
公 債 費 642,693 944,363 △	301,670 △	31.9
職 員 費 862,506 849,905 12,601 1.5
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 66,139 65,561 578 0.9
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 5,959,217 5,499,346 459,871 8.4

　総務費が大きく増加していますが、これは役場庁舎建て替えとふるさと応援寄附金のための基金積み立てが大
きな理由です。
　公債費（借金の返済）が減少しているのは、借金の抑制や繰上償還により借入残額が順調に減少していること
と、平成27年度は繰上償還のための予算を３億7600万円計上していたためです。

（３）まちの貯金と借金の残高

　平成27年度末までの10年間で、まちの貯金と借金の残高は次のとおり推移しています。

　借金は、繰上償還を積極的に行ってきたことにより、この10年間で大きく減少しています。一方、貯金は、こ
の10年間で２倍以上に増加しており、借金と貯金との差は、10年前は95億円ありましたが、平成27年度では、
４億円程度になっています。
　借金の返済と貯金などをバランス良くやりくりして、まちづくりの設計を立てています。
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【はじめに】
　平成28年第１回定例会に当たり、
町民の皆様、町議会の皆様に、町政
執行への私の所信と主要施策の一端
を謹んで申し上げます。
　昨年の統一地方選挙において、町
民の皆様の温かいご支援とご協力の
下、町政を担当させていただき、早
くも１年が経過しようとしています。
　類稀な歴史と伝統のある郷土新十
津川町を守り、未来に向けて発展・
飛躍させることが、私の使命である
と決意しているところであります。
　これまで、町民の皆様にお約束し
た「豊かなまち」、「安心なまち」、「学
びのまち」、「健やかなまち」、「住み
よいまち」、「共に歩むまち」の実現
のため、一歩一歩課題に取り組んで
まいりましたが、政治や経済が大き
く変わりゆく中、地方自治体を取り
巻く環境は、依然として厳しく、険
しいものがあります。
　このような中、昨年10月に策定し
た「新十津川町総合戦略」は、総合
計画を踏襲しつつ、「人口減少の抑
制」、「若者世代の安定した生活」、
そして「地域の活性化」などの課題
解決に特化した平成31年度までの計
画であります。
　本年度を「総合戦略実行元年」と
位置付け、戦略の実現に向け「子育
て支援と教育の充実を核とした子ど
もの笑顔があふれるまち」を目標に
掲げ、町民の皆様と共に力を合わせ、
確実に新十津川町を発展させてまい
ります。
　私は、この思いを実現するため、
４つの課題を重点政策として、誠心
誠意これを推進してまいります。

【平成28年度の重点政策】
　第１に「地域経済の活性化」でご
ざいます。
　本町の基幹産業は、水稲を中心と
した農業であります。
　農業については、生産性の向上と
省力化を図るための基盤整備は、ほ
ぼ終了に向かっていますが、農業従
事者の減少と高齢化による担い手不

足は大きな課題となっております。
　これからも本町の農地を守り、後
継者の育成支援を進めるため、ピン
ネ農業公社と連携を図りながら担い
手の育成に取り組んでまいります。
　商工業につきましては、消費購買
力の町外流出、商工業者の減少に伴
い、町内経済の疲弊が深刻化してお
ります。このような厳しい状況下に
ありますが、商工会と連携し町内消
費拡大に努めるとともに、中小企業
者を支援する制度の見直しを行い、
安定した経営基盤を確立するための
支援策を講じてまいります。
　第２に「人口減少対策」でござい
ます。
　本町の人口は、昨年の国勢調査の
速報値において6,840人となり、前
回調査に比べ409人減少いたしまし
た。人口減少は、地域の購買力やコ
ミュニケーション機能の低下、財政
基盤の弱体化など、私たちの生活に
様々な影響を及ぼすことが考えられ
ます。
　子育て支援と教育環境の充実を図
り、若者世代の定住を促進させ、人
口減少に一定の歯止めをかける対策
を講じてまいります。
　第３に「高齢者支援」でございます。
　高齢化の急速な進行に伴い、高齢
者のみの世帯やひとり暮らしの高齢
者、介護支援を必要とする高齢者の
増加が懸念されます。
　住み慣れた地域で住み続けること
ができるよう、在宅高齢者の生活支
援体制を整備するほか、生きがいづ
くりや学習活動の場を創出し、高齢
者が健康でいきいきとした生活が送
れる環境づくりに努めてまいります。
　第４に「健全財政の維持」でござ
います。
　本町は、道内でも有数の健全な財
政状況を保つ自治体となりました。
これは過去10年にわたり、町民の皆
様と一丸となって行ってきた行財政
改革の成果の表れであります。本年
度から総合戦略に特化した政策実現
のために、選択と集中を図りながら
必要な事業に取り組んでまいります

が、今後においても健全財政を堅持
するため、行財政改革への取組みを
停滞することなく着実に実行してま
いります。
　以上、取り組むべき４つの主要な
政策を申し上げましたが、この他に
も課題が山積しております。その課
題解決に向け、町民の皆様と対話を
深め、職員の英知と創意工夫を結集
し、町政を推進してまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
　それでは、平成28年度の主な事業
について、第５次総合計画の目標に
沿ってご説明いたします。

１　みんなでつくる住みよいまち
　一つ目は、『みんなでつくる住み
よいまち』でございます。
　本町の豊かな自然を守り育て、次
の世代につなぐのは私たちの使命で
あります。そのためには、町民一人
一人が環境に対する意識を高め、省
エネルギー・省資源への取組みやリ
サイクル等の推進に努めてまいりま
す。
　また、町民の皆様が住み慣れた地
域で快適に暮らすことができるよ
う、生活環境の充実を図り、誰もが
住んで良かった、住み続けたいと思
えるまちづくりを目指してまいりま
す。
〔環境の保全〕
　危険空き家対策として、町が把握
している約100件の空き家について、
目視による現地調査を継続し、危険
性が高い場合は、空き家等対策審
議会の意見を基に、所有者に対し必
要な措置を講じるよう助言や指導を
行ってまいります。
　ごみの減量については、引き続き
行政区や子ども会などの資源ごみの
自主的な回収を支援するとともに、
家庭での綿製品や小型家電、廃食油
の回収を行い、ごみの減量化と資源
の有効活用を図り、循環型社会の形
成に努めてまいります。
　霊園の整備については、弥生霊園
の墓所を新たに11区画造成し、利用
者の需要に対応いたします。

町政執行方針町政執行方針
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〔生活基盤の整備〕
　長年住み慣れた住宅は、風雪等に
さらされる中で劣化していくことは
否めません。個人住宅の耐久性を維
持し、安心して暮らし続けることが
できるよう、個人住宅のリフォーム
を支援する「安心すまいる助成事業」
を実施いたします。
　また、これまで実施してきた耐震
診断や耐震改修工事に対する助成措
置の限度額を拡充するとともに、新
たに住宅解体費用にも対応した「住
宅耐震化等助成事業」として支援い
たします。
　定住促進対策事業は、これまでに
36世帯、115人が制度を利用し、定
住策として一定の効果を見ておりま
すので、制度の周知を図りながら継
続実施するとともに、助成対象年度
を総合戦略の期間まで延長いたしま
す。また、引き続き共同賃貸住宅建
設促進事業を実施し、若者世代の定
住促進を図ってまいります。
　長年の懸案事項でありました青葉
区南側の鉄工所跡地は、町内の方が
取得され、今後、有効的な整備が行
われるとお伺いしております。取得
用地の周辺は、上下水道の未整備区
域となっていることから、必要な管
渠整備を行い、周辺住宅地と調和の
とれた環境整備に努めます。
　公営住宅については、公営住宅長
寿命化計画に基づき、トップ団地Ａ
棟の外壁塗装工事を計画的に実施い
たします。
　公園管理については、景観・防犯
の両面から安心して利用できるよう
樹木の剪定を行うとともに、青葉公
園の外周フェンスを更新し、安全な
公園管理に努めます。
〔交通環境の充実〕
　道路・橋りょうの整備につきまし
ては、引き続きふるさと団地や北中
央４条通りなど団地内道路の舗装改
修を実施するほか、視線誘導標の更
新など、道路付帯施設の適正な維持
管理に努めます。また、橋りょう長
寿命化修繕計画に基づき、夢色の橋
及び徳富ダムに通じる南幌加橋の補

修工事を実施し、施設の延命を図り
ます。
　冬期間の除排雪については、安全
な交通と冬期間の生活環境を確保す
るため、除雪機械の計画的な更新が
必要なことから、除雪専用トラック
１台を購入いたします。
　運行開始から４年目を迎えるデマ
ンド型公共交通は、日常生活の足と
して重要な役割を果たしています
が、地域の人口減少と相まって利用
者は減少しております。今後、運行
事業者と連携を図り、効果的な交通
体系を検討してまいります。

２　みんなでつくる健やかなまち
　二つ目は、『みんなでつくる健や
かなまち』でございます。
　社会環境の多様化、少子高齢化の
急速な進行により、社会全体の仕組
みが大きく変わろうとしておりま
す。安心して子育てができる環境を
整備し、高齢者や障がい者が可能な
限り、住み慣れた地域で健やかに暮
らせるまちづくりを進めてまいりま
す。
〔児童福祉の充実〕
　急速に少子化が進む中、子育て支
援の充実を図るため、児童館南側の
芝生スペースに乳幼児を対象とした
水遊び場を設置し、幅広い遊びの空
間を提供いたします。
　第３子以降の支援策として、保育
園及び幼稚園の保育料を全額無料化
にし、子育て世帯の経済的負担の軽
減を図ります。
　就業と育児が両立できるよう、新
十津川保育園に通園する児童を対象
に、病気や怪我の回復期において、
滝川市内の看護付き専用施設に預け
入れる「病後児保育」を滝川市の協
力をいただき開始いたします。
　平成25年から放課後児童クラブを
試行的に実施してまいりましたが、
安定した運営の体制が整いましたの
で、本年４月から小学生を対象に本
格実施いたします。
〔障がい者福祉の充実〕
　障害者総合支援法及び第４期障が

い福祉計画に基づき、各種支援を行
うとともに、障がい者の方が自立し
た日常生活を送ることができるよ
う、相談支援と障がい者のニーズに
あったサービスの提供に努めます。
〔高齢者福祉の充実〕
　高齢者の積極的な社会参加を図
り、充実した生活が送れるよう、ふ
るさと学園大学の充実を図り、ゆめ
りあ部会やシニアいきいきクラブな
ど、部会活動の支援を行います。
　冬期間において高齢者が安心して
暮らせるよう、除雪作業を行うこと
が困難な高齢者世帯に対し、除雪費
用の一部を助成し、経済負担の軽減
と在宅生活を支援いたします。
　地域包括支援センターは、これま
で雨竜町と共同で進めてまいりまし
たが、介護予防・日常生活総合支援
事業への移行に伴い、本町単独で運
営することにいたしました。今後の
介護予防事業は、高齢化の進行とと
もに多様な支援が必要となることが
予測されますので、実態に即したき
め細かな生活支援サービスの提供に
努めてまいります。
　本年は、老人クラブ連合会が創
立50年の大きな節目を迎えることか
ら、記念すべき周年事業に対し支援
するとともに、今後も仲間づくりや
地域で支え合う活動の充実を図って
まいります。
〔健康づくりの推進〕
　予防接種事業については、日本脳
炎の予防接種が本年４月から北海道
全域において定期接種となることか
ら、本町においても対象者に対して
指定医療機関での無料接種を実施
し、感染予防に努めます。また、イ
ンフルエンザによる重症化を防ぐた
め、妊婦及び中学生以下のインフル
エンザ予防接種費用の無料化を継続
するとともに、高齢者に対する接種
費用の助成額を拡大いたします。
　成人の健康診査については、各種
がん検診や肝炎検診等の自己負担額
をワンコインの500円で実施すると
ともに、75歳以上の後期高齢者の健
診についても、貧血や心電図などの
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健診項目を追加し、受診率の向上と
疾病の早期発見による重症化予防に
努めます。
　母子保健対策として、新たに２歳
４カ月から７カ月の幼児に対する健
康相談を追加し、子どもの健やかな
成長を促すため、切れ目のない支援
を継続してまいります。
　妊婦健診については、本年度から
超音波検査（エコー検査）について
助成回数を６回から14回に拡充する
ことで、正常な妊娠経過をたどり、
子どもを安心して産み育てられる環
境づくりに資してまいります。
　不妊治療については、治療を受け
ている方への経済的負担を軽減する
ため、１回の治療費が高額な特定不
妊治療費助成に加え、一般不妊治療
費助成制度を新たに設けます。
〔医療環境の充実〕
　子どもの医療費助成事業について
は、子どもを育てる世帯の医療費負
担の軽減を図るため、保険医療費の
無料化の範囲を中学生以下から高校
生以下までに拡充いたします。

３　みんなでつくる豊かなまち
　三つ目は、『みんなでつくる豊か
なまち』でございます。
　本町は、稲作を中心とする農業を
基幹産業として発展してきました。
この農業が将来にわたって着実に成
長していくよう努めるとともに、林
業、商業、工業及び観光の振興に向
けた支援を行い、地域経済の活性化
と雇用の場を確保し、活気あふれる
豊かなまちづくりを進めてまいりま
す。
〔農業の振興〕
　農業従事者の担い手対策として、
北海道やピンネ農業公社と連携を図
り、就農を目指す方を支援するとと
もに、農作業の省力化と効率化を図
る観点から、無人ヘリコプターの免
許取得経費に対し助成いたします。
また、現在１名の地域おこし協力隊
員が農業支援員として活動してお
り、さらに１名の協力隊員を募集い
たします。今後、新規就農や地域の

特産品開発に結び付く取組みに期待
するところであります。
　農産物のブランド化については、
農業所得の向上を図るため、安全・
安心な農産物を町内外に広くＰＲ
し、さらなる販路拡大やブランド化
への支援を行います。
〔林業の振興〕
　町有林・民有林の保護育成では、
幌加町有林の下草刈りのほか、開町
100年、120年を記念して植樹した学
園町有林（百年の森）や創造の森の
下草刈りを行い、適正な管理と町民
に親しまれる森林空間の整備に努め
ます。
　間伐材などの森林資源未利用材を
活用した木質バイオマスの検討につ
いては、公共施設等での事業化につ
いて調査研究を進めます。
　林道網の整備では、北美沢線の道
路横断側溝が埋塞しているため、側
溝清掃を行い適正な林道管理に努め
ます。
〔商工業の振興〕
　中小企業等の経営支援では、ここ
数年、事業者の利用が少なかった中
小企業等近代化促進条例を見直し、
店舗の新設や直売所の設置、商工観
光事業の集客向上のための取組みを
支援する「新十津川町中小企業者応
援条例」を新たに制定いたします。
また、企業が新・増設した施設及び
その施設のために取得した土地に対
する固定資産税の優遇期間を現在の
５年から10年に延長し、企業の負担
軽減を図り事業の安定的な継続を支
援いたします。
　購買力の町外流出を防ぐため、商
工会が実施するスタンプラリー抽選
会や商工会に加盟している各事業所
を紹介するパンフレットの作成な
ど、地元消費拡大のための取組みに
対し支援いたします。
〔観光の振興〕
　北海道日本ハムファイターズとの
パートナー協定の締結に伴い、本年
度、第30回を迎える「ふるさとまつ
り」において、日本ハムファイター
ズに関連した遊具の設置、ファイ

ターズガールの出演などのアトラク
ションを用意し、来場者に満足して
いただけるイベントを実施いたしま
す。
　本町の観光キャラクター「とつか
わこめぞー」は、町内外のイベント
に多くの出演依頼が来ていることか
ら、出演や参加の機会を増やし、本
町の知名度とイメージアップを図り
ます。
〔雇用の創出〕
　町内で就農を目指す方を対象に、
就農のための研修と就農後の安定し
た経営が定着するよう、ピンネ農業
公社が中心にきめ細かな支援を行い
ます。また、町内の企業が新規従業
員を雇用するなどの積極的な取組み
にも支援してまいります。

４　みんなでつくる安心なまち
　四つ目は、『みんなでつくる安心
なまち』でございます。
　昨年、北関東を襲った豪雨災害は、
河川に囲まれた本町にとって脅威と
不安を感じる出来事でした。幸いに
も、ここ数年、本町では大きな災害
がありませんが、全国各地で起きて
いる洪水や地震、豪雪による災害を
無視することはできません。
　災害と向き合い、事前に被害を最
小限にとどめる「減災」を災害対応
の基本理念とし、行政と地域、町民
とが相互に協力し合い、人命尊重を
第一に日頃からの防災意識の向上と
減災への取組みに努めてまいります。
〔防災体制の充実〕
　過去に起きた阪神・淡路大震災や
東日本大震災の初期段階において
は、地域住民の対応や行動が被害者
数の多寡に大きく影響することが伝
えられています。自らの身を守る「自
助」と近隣住民が互いに助け合う「共
助」が一層重要となります。
　このことから、地域の協力の下、
災害時要支援者の支援体制を整備す
るとともに、全ての行政区において
自主防災組織が設立されるよう支援
いたします。また、防災に関する意
識の高揚と災害のための準備が講じ
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られるよう、住民を対象とした地域
防災力強化セミナーを開催いたしま
す。
〔消防・救急体制の充実〕
　防火については、婦人防火クラブ
や少年消防クラブの活動の充実、地
域での消火訓練の実施など、町民に
対し幅広い啓蒙活動を進めてまいり
ます。
　消火対応については、車両購入か
ら25年が経過した新十津川支署の水
槽付きポンプ車を更新いたします。
現在の水槽容量３トンを５トンに増
やし、泡消火薬剤による消火設備を
装備した車両に更新し、迅速な消火
体制を整えます。
〔生活安全体制の充実〕
　本年２月末で、町内の死亡交通
事故死ゼロが連続1400日を超えまし
た。今後も安全・安心推進協会及び
交通安全指導員との連携により、交
通安全意識の啓発に努めてまいりま
す。
　交通安全指導車につきましては、
導入から17年が経過し、車両更新を
計画していたところ、新十津川ライ
オンズクラブ様から創立50年を記念
して「交通安全施設の整備に役立て
てほしい」と寄附の申し入れがあっ
たため、車両更新の財源として活用
させていただきます。

５　みんなでつくる学びのまち
　五つ目は、『みんなでつくる学び
のまち』でございます。
　昨年、私が主宰となって設置した
総合教育会議では、教育委員会と連
携を図りながら、教育に関する施策
の大綱を策定させていただきまし
た。平成28年度は、総合戦略の目指
すべき姿として掲げた「子育て支援
と教育を核とした子どもの笑顔があ
ふれるまち」の実現に向け、重点的
に取り組んでまいります。
　なお、教育行政につきましては、
教育長の教育行政執行方針により、
詳細に説明がございますので、私か
らは控えさせていただきます。

６　みんなでともに歩むまち
　六つ目は、『みんなでともに歩む
まち』でございます。
　平成23年１月に施行した「まちづ
くり基本条例」の精神のもと、これ
までに「協働のまちづくり」を町政
の中心に据え「情報共有」、「住民参
加」によるまちづくりに取り組んで
まいりました。
　この間、総合行政審議会委員をは
じめ、多くの町民の皆様から、まち
づくりに対するご意見をいただきま
したので、これらを真摯に受け止め、
町政に反映するとともに、今後にお
いても町民の皆様が町政に参加しや
すい環境づくりの推進に努めてまい
ります。
〔住民参加の促進〕
　平成18年１月の行政区再編成から
10年が経過しました。行政区間の人
口変動が生じていることから、実情
に即した行政区活動支援交付金の見
直しを行うとともに、地域サポー
ター職員制度を継続し、地域活動の
支援に積極的に取り組んでまいりま
す。
　また、行政区自治会館の耐震化計
画に基づき、本年度は、菊水区自治
会館と弥生区自治会館の建て替えを
行いますので、住民活動の拠点の場
として、なお一層ご活用いただきた
いと存じます。
　町のホームページは、デザインを
刷新するとともに、移住・定住、観
光に特化したコンテンツを作成し、
総合戦略推進のための情報発信ツー
ルとしての充実を図ります。
〔行政の効率的な運営〕
　役場庁舎については、耐震性能を
満たしておらず、修繕等の維持経費
も年々増大していることから、現在、
庁舎建設に向けた検討を行っており
ます。本年度は、多くの町民の皆様
のご意見を参考に、庁舎建設に係る
基本構想を策定するとともに、建設
に必要な財源を確保するために「新
十津川町庁舎建設基金」を設け、一
定額を計画的に積立て、財政負担の
軽減に努めます。

　本年４月からの電力小売全面自由
化に伴い、役場庁舎を含めた13の公
共施設で新電力を導入し、行政コス
トの削減に努めます。
　ふるさと応援寄附金については、
これまでに５千人を超す寄附者から
８千万円にも及ぶ寄附金をいただき
ました。町の歳入の確保はもとより、
町内の農産物や特産品の利用にも大
きく貢献しております。本年度は、
新たな返礼品を充実させ、より多く
の寄附者が募れるようクレジット決
済を導入し、産業振興の一助として
寄不するよう取り組んでまいります。

　以上、平成28年度の町政の執行に
ついて所信の一端を述べさせていた
だきました。
〔むすびに〕
　急速な人口減少と少子高齢化が進
行する中、これからの地方自治体
は、地域の実情に応じ、地方の創意
と責任で「地方創生」を推進し、人
口減少対策を講じていくことが強く
求められております。本町は、これ
までしっかりと足元を見つめ、町民
一人一人の格別なご理解とご協力の
もと、行財政改革を推進し、健全な
財政基盤を築き上げてまいりました。
　これまでの健全財政を堅持しつつ
も、産業の振興、子育て支援、教育
環境の充実、そして高齢者支援に
しっかりと取り組み、町民の皆様が
「住んで良かった」、町外の方から「住
んでみたい」と思えるまちづくりの
ため、私は町民の先頭に立って力の
限り尽くすところであります。
　町民の皆様、町議会議員の皆様の
ご理解とご協力を心からお願い申し
上げ、「平成28年度の町政執行方針」
の結びといたします。


