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１．はじめに 

平成３１年第１回新ひだか町議会定例会の開会にあたり、町政執

行に対する私の所信を申し上げます。 

 

昨年４月、多くの町民の皆様のご支援により、町長という重責を

担わせていただいてから、まもなく１年を迎えようとしています。 

 

 この間、私なりに様々な場所に足を運び、自分の目で見て、直接

携わっている方々のお話なども伺いながら、地域の実情把握に努め

てまいりましたが、率直な感想として、どの分野も非常に難しい課

題や事情を抱えていると感じました。 

 

各分野ともに、課題の克服に向けて一生懸命に取り組みながらも、

なかなか抜本的な解決策が見つからない、そんな日々の繰返しが、

町全体に漫然と漂う閉塞感のような空気を生み出していると改めて

感じたところです。 

 

 また、人口減少や少子高齢化の波は、我々の予想を遥かに上回る

勢いで進行しており、町を取り巻く情勢は日に日に厳しいものに 

なってきています。 

 

私が町長に就任したことで、これらの苦境を一気に改善できるほ

ど単純なことではありませんが、どんな課題にも必ず解決の道はあ
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ると信じていますので、何事にも前向きな姿勢で、関係する方々と

克服すべき課題や将来の目標などを共有しながら、できる事から一

つずつ形にしていきたいと考えています。 

 

 

 

２．町政に臨む基本姿勢 

町政運営への姿勢として、よく「攻めの行政」や「守りの行政」

などと言う表現が用いられますが、そういう意味では平成３１年度

を「備え」の一年にしたいと考えています。 

 

 昨年の所信表明でも述べたとおり、基本理念としては、まちづく

りの主体である町民の皆様が互いを尊重し合い、将来に夢や希望を

持って行動していく状況をつくり出すことにあるわけですが、描い

た夢を形にするには、それに対応できる行財政基盤が必要不可欠と

なりますので、そのことを念頭に、将来に向けた「備え」をしっか

りと整えていきたいと考えています。 

 

 一口に行財政基盤と言っても非常に幅広い分野にわたるわけであ

りますが、その中でも特に、町民の生命と財産を守るための「防災・

減災」、各種取組に必要な財源を確保するための「財政の健全化」、

町を支える人材を確保するための「人づくり」の３点に重きを置い

て取り組んでまいります。 
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前段でも述べたとおり、町を取り巻く情勢は厳しく、町政運営の

舵取りとしては、非常に難しい判断を迫られる場面も出てくると思

いますが、これまでの慣例等にとらわれることなく、時代に即した

新たな視点や発想なども取り入れながら、目まぐるしく変化する社

会情勢等に柔軟に対応していくことのできる町を、町民の皆様とと

もにつくっていきたいと思います。 

 

 

 

３ 基本政策 

 今申し上げた基本姿勢に基づき、町民の皆様から託された町政運

営を、６つの基本政策を柱として進めていく所存であり、これらに

係る考え方や方向性などをこれから申し述べます。 

 

Ⅰ 町政運営の透明化 

 まず１点目は、「町政運営の透明化」であります。 

 

町政運営の透明化にあたっては、その大前提として、町が取り組

む各種事務事業が「何のため、誰のためか」、「費用に対しての効果

はどうか」、「行政と民間の役割はどうか」というような根本の部分

を整理し、町民の皆様に説明できなければならないと考えています。 

 

 そのため、町政運営にあたりましては、常に町民の皆様からの声
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を大切に、そのニーズを敏感に把握・分析しながら取り組んでまい

りますが、単に要望等の声に耳を傾けるだけの関係性ではなく、町

が抱える課題や今後の方向性などを町民の皆様、関係団体の皆様等

と共有し、共に町の将来を考え、知恵を出し合い、住みやすい町の

実現に向けて一緒に行動していける関係性づくりに努めていきたい

と考えています。 

 

 また、まちづくりを進める上で重要な要素となる町財政につきま

しては、平成３３年度までの５年間を計画期間とする「新財政計画」

に基づき、財政健全化に向けての「歳出予算の削減・抑制」、「緊急

の行政課題に対応するための基金残高の増額」、「町債と言われる町

の借金の残高減少」の３つの目標にかかる取組を行っていますが、

限られた税金の使い道として、より効率的で効果的な執行を目指し

ながら、事務事業の簡素化や新たな行政課題にも対応していくため、

行財政改革など不断の努力が不可欠と考えています。 

 

 その一つとして、恒常的な赤字負担等が生じている特別会計・企

業会計の透明化とその経営改善を図るべく、具体的な対応策につい

て検討・準備を進めます。 

 

簡易水道事業については、地方公営企業法の適用や、水道事業と

の統合について協議・検討を進めます。 
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 ２つの町立病院については、住民の生命を守るため、また、恒久

的な赤字を縮小し、存続していくためには、医療提供体制の見直し

が必要と考えており、2025 年までに行われる病床再編を見据えな

がら、「新公立病院改革プラン」の見直しに着手します。 

 

 また、本年４月から施行する債権管理条例に基づく債権管理の適

正化、公共施設等の統廃合を含めた計画の推進や遊休財産の売却等

を含めた公有財産の有効活用などにも努めてまいります。 

 

 さらに、町政運営を円滑に進めるためには、行政の持っている情

報を町民の皆様に知っていただくことが大切であることから、今ま

で以上に積極的な情報発信に努めてまいりますが、町が公開・発信

する情報は、町民の皆様の生活に直結する情報でもありますので、

個人情報を適正に管理しながら、分かりやすい言葉づかいや内容を

心がけ、より丁寧に説明責任を果たしていきたいと考えています。 

 

 

Ⅱ 基幹産業の強化 

 ２点目は、「基幹産業の強化」であります。 

 

農業については、主要品目を含む農畜産物の販売状況がここ数年、

堅調に推移する一方、高齢化や担い手不足が大きな課題となってお

り、次代を担う人材の確保・育成・定着が重要となっていることか
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ら、引き続き、関係機関等と連携を図りながら担い手対策を着実に

推進するとともに、第三者継承を含めた受入体制の整備にも取り組

んでまいります。 

 

また、本町農業の持続的発展を図っていくため、これまで同様、

地域特性を生かし、より質の高い農畜産物の長期かつ安定的な出荷

や国内外の産地間競争に負けないブランド力を有する産地を目指す

とともに、これらの取組が、全国に誇れるような「オンリーワン」、

「ナンバーワン」産品の創出につながるよう努めてまいります。 

 

軽種馬産業については、市場における産駒販売も安定してきてい

る状況にあり、また、ホッカイドウ競馬の売上げも好調に推移して

います。引き続き、関係機関等と連携協力しながら馬産地として必

要な支援を講じてまいります。 

 

林業・林産業については、新ひだか町森林整備計画及び森林経営

計画に基づき、造林補助事業等を有効に活用し、適正かつ計画的に

森林整備を進めることで安定した雇用の創出を図るとともに、健全

で優良な森林資源の確保に努めてまいります。 

 

 また、路網整備の推進や森林施業の方法を見直すことにより、コ

ストの抑制を図り、有益な森林資源が安定的に供給されるよう努め

てまいります。 
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 水産業については、漁家経営の安定と所得の向上とともに、後継

者対策や担い手確保が重要であることから、各種種苗放流や藻場の

保全による漁業資源の維持・増大のほか、漁業青年部活動、マリン

ビジョン計画の推進など各種団体による主体的な取組を支援してま

いります。 

 

生産拠点となる漁港については、防波堤などの整備による港内静

穏の向上や施設の機能維持・長寿命化対策など、安全な漁港づくり

を促進するとともに、減災対策にも取り組んでまいります。 

 

商工業については、本町の優れた地域資源を活用した特産品開発

や販路開拓等への取組を、新ひだか推奨品制度やふるさと応援寄附

制度などを効果的に用いて後押しするとともに、地域での新たな創

業や雇用の創出に向けて、関係団体及び事業者等と連携協力した取

組を進めてまいります。 

 

 

Ⅲ 防災対策の強化 

 ３点目は、「防災対策の強化」であります。 

 

近年の異常気象は、いつどこで災害を引き起こすか予測が立たず、

その被害を未然に防止することは非常に困難であります。 
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 また、被害を最小限にとどめるためには、普段の生活から災害に

備えることを心得ながら、町の防災力を高めることが重要です。 

 

 この防災力は、自らの身は自らの努力によって守る「自助」、地域

で助け合って自分たちの地域は自分たちで守る「共助」、行政が行う

「公助」の３つがそれぞれ機能することにより高まります。 

 

 この３つを機能させるため、地域での防災訓練や防災講話などの

出前講座を通じ、個々の防災意識の向上を図るとともに、自治会単

位を基本とする自主防災組織の設立による地域の協力体制をさらに

推し進めます。 

 

 また、災害発生時は情報発信が最も重要であることから、緊急速

報メールなどを活用した情報発信強化の取組を引き続き行うととも

に、老朽化した防災行政無線のデジタル化に向けた整備についても

進めることとし、本年度は実施設計業務に着手してまいります。 

 

 さらに、昨年発生した大規模停電などを教訓に、今後における同

様な災害などへの備えとして、電源車の導入による電源供給機能の

確保に努めてまいります。 

 

減災対策としては、恒常的に氾濫や冠水を繰り返している河川の

埋塞土除去や側溝整備などを進めるとともに、道路や橋りょうなど
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の長寿命化対策にも計画的に取り組むことで、いつ起きるかわから

ない災害に備えてまいります。 

 

 

Ⅳ 子どもたちの健全育成 

 ４点目は、「子どもたちの健全育成」であります。 

 

教育行政の具体的な執行方針につきましては、別途教育長から申

し上げますが、本町の教育大綱に掲げる基本目標「町の将来を支え

る心豊かな人づくり」の実現に向けて、教育委員会との連携のもと、

施策の推進に努めてまいります。 

 

 学校教育においては、これからの社会を担う子どもたちが、新し

い時代を切り開いていくために必要な資質や能力を身に付け、健全

な成長を遂げていくため、学校・家庭・地域、行政機関等と広く連

携して、教育活動の一層の充実に向けた取組を進めてまいります。 

 

社会体育においては、スポーツによる子どもたちの健全育成を図

るため、関係団体と連携を図りながら積極的にスポーツ活動を展開

するとともに、スポーツ環境の整備・充実に努めてまいります。 

 

社会教育においては、社会教育施設の活用や社会教育事業の実施

を通して、子どもたちが主体的に様々な体験活動や芸術・文化活動
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に取り組む場や機会の提供に努めてまいります。 

 

また、グローバル化が急速に進む現代社会において、国際感覚や

共生の意識を持った人材の育成はこれからの時代にますます重要に

なってくることから、長年続く姉妹都市レキシントン市や国内姉妹

都市・友好市町との繋がりなどを大切にしながら、次代を担う子ど

もたちをはじめ多くの町民の皆様に、国際交流・異文化交流の機会

を継続的に提供してまいります。 

 

町の中では今、様々な分野で担い手不足が発生し、先行きが不安

な状況を迎えていますが、この問題に対する即効薬はなく、長期的

な視点を持って丁寧に将来に向けた「人づくり」に取り組んでいく

しかないと考えています。 

 

このため、本町の特徴であり魅力でもある「馬」を軸としながら、

子どもたちに自然豊かな本町の魅力に触れる機会を安定的に提供し

ていくことにより、生まれ育った町に対する愛着を醸成し、地元へ

の定着へと繋げていけるよう、引き続き取組を進めてまいります。 

 

 

Ⅴ 生きがいの持てる地域づくり 

 ５点目は、「生きがいの持てる地域づくり」であります。 
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町民誰もが住み慣れた地域や自宅でゆとりと生きがいを持ち、安

心して暮らしていくためには、健康寿命を保つことが重要です。 

 

そのため、保健分野においては、各種健康診断の慣習化と受診率

向上を目指しながら、住民ニーズに即した予防事業・健康増進事業

の展開に努めるとともに、各種健診の受診勧奨に努めてまいります。 

 

医療分野においては、町立病院と民間医療機関との役割分担や協

力連携体制の構築を図りながら、急激に進行する人口減少・少子高

齢化を踏まえた町立病院の運営を中・長期的視野に立って推し進め

ることが重要であり、先ほどもお話しましたとおり、病床再編を見

据えた病院改革プランの見直しに着手します。 

 

また、若い世代の方々が地域で安心して出産できるよう、産科の

新設・民間誘致に向け検討・研究を推し進め、地域で子どもが産め

る環境整備に取り組んでまいります。 

 

介護分野においては、今後さらに高齢化が進み、介護サービス提

供体制の強化・充実が求められる中、介護業務に従事する人手不足

が深刻な状況にあることから、今まで以上に関係学校等との連携、

協力体制の充実に努めてまいります。 

 

また、現在、町が介護事業者としてサービスを展開している事業
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については、町直営の妥当性などを慎重に検討しながら、民間活力

の導入について検討を進めてまいります。 

 

加速する人口減少と超高齢化社会、独居老人や認知症高齢者の増

加により、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、いつまでも健

康で生きがいを持って地域で暮らし、自分らしい人生を最後まで続

けられるまちづくりが必要です。 

 

そのため、町民誰もが安心して、わが町で暮らしていくことがで

きるよう、健康増進・予防並びに医療・介護・福祉の各分野が連携

し、官民が一体となって切れ目のないサービスの提供体制、いわゆ

るトータルケアシステムの充実・推進に向け、その中心となる地域

包括支援センターや地域連携室の体制を強化しながら、検討を進め

てまいります。 

 

福祉分野においては、障がい者基本計画の「障がいのある人もな

い人も、地域社会でお互いを尊重しあい、ともに育ち、ともに働き、

安心して暮らせるまちづくり」の将来ビジョンに基づき、障がいの

ある方々の就労及び自立支援を促進するとともに、農業との連携い

わゆる『農福連携』の推進に向けて取り組んでまいります。 

 

生きがいの持てる地域づくりには、住民生活に欠かせない様々な

分野を支える若者たちの力が必要です。 
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 そのため、出産や子育てへの支援など、若年層のサポートにも力

を注ぎながら地域への定着を図るとともに、これらの重要な要素と

なる結婚を後押しするため、「婚活支援イベント」の開催に向け、町

民有志による実行委員会と連携しながら取り組んでまいります。 

 

 

Ⅵ 環境に配慮したまちづくり 

 ６点目は、「環境に配慮したまちづくり」であります。 

 

本町には、「山」、「川」、「海」などの豊かな自然や、「桜」、「馬」

などが織り成す美しい景観など、先人たちが守り築いてきた大切な

財産があり、これらを守り、育て、そして地域のために活かしなが

ら、次の世代へと大切に引き継いでいくことが、私たちに課せられ

た大きな役割であると考えています。 

 

そのため、森林の持つ多面的機能が損なわれないように、間伐や

主伐後の再造林を着実に行いながら、自然環境の保全に努めるとと

もに、森林の循環により生み出される資源が人々の暮らしの中に有

効活用できる仕組みを構築することにより、身近に木の温もりや親

しみが感じられる環境づくりに努めてまいります。 

 

また、観光においても、本町が持つ豊かな自然環境や四季折々の

魅力ある景観などを活かし、国内外から訪れる方々の心に刻まれる
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よう、関係団体や事業者等との連携による受入れ体制の整備に努め

るとともに、引き続き魅力あるイベントの開催や観光資源の適切な

維持管理などにも努めながら、交流人口の増加、さらには地域内消

費の拡大へと繋げてまいります。 

 

 近年増え続けている空き家については、町の景観形成や防犯面・

衛生面からも危惧される点が多いことから、移住政策等と連動しな

がら、その早期解消に向けて取組を進めるとともに、空洞化が進行

する市街地地域への対策と併せて、都市計画区域を賑わいのある地

域として維持・発展させていくことができるよう、まちなか居住を

促進させる仕組みを検討してまいります。 

 

 また、先住民族であるアイヌの政策については、国が検討を進め

ているアイヌ新法の制定及び新たなアイヌ政策のあり方などと連動

しながら、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重され、その文化

が有する魅力などを地域全体で享受できる環境づくりに向けて、関

係団体等と連携して検討を進めてまいります。 

 

 

４．むすび 

行政各般にわたり様々な考えや方向性などを申し上げましたが、

これら全てを行政だけの力で進められるとは思っておりません。 
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町民の皆様はもちろんのこと、議会の皆様、関係機関・団体の皆

様とともに、課題と向き合い、知恵を出し、力を合わせていくこと

が必要不可欠であると考えています。 

 

町の将来に向けての考え方は、人それぞれ異なるかもしれません

が、「新ひだか町を盛り上げたい」という想いは誰しも同じだと思い

ますし、お互いの立場を理解・尊重し合いながら誠実に取り組んで

いけば、きっと素敵な町になると信じていますので、私たち大人の

責任として、皆様と一緒に次代を担う子どもたちに安心して引き継

げる町をつくっていきたいと思います。 

 

また、私たち大人が、将来に夢や希望を持ち、その実現に全力を

あげる姿を見せることこそが、町の将来を支える人づくりに繋がる

と思いますので、皆様のご理解、ご協力を切にお願い申し上げ、平

成３１年度における町政執行の方針といたします。 

 


