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１．はじめに 

令和３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。 

 

早いもので、町長に就任してからまもなく３年が経過し、私に与

えられた任期４年間の最終年度を迎えようとしています。 

 

ここからの一年は、今まで以上に気を引き締めながら、諸課題の

解決に一定の道筋を付けていきたいと考えていますが、今後の町政

運営を考える時、大きな気掛かりは新型コロナウイルスの感染拡大

であります。 

 

 昨年来、わが国のみならず世界各国で急激に感染が広がっている

状況の中、当町でも比較的早い段階の令和２年２月に一人目の感染

者が確認されました。 

 

 町としては、国や北海道の動きに連動し、時には公共施設や小中

学校の休業というような踏み込んだ措置も講じながら、感染拡大の

防止に努めてきたところでありますが、全国的に感染拡大の波が繰

り返し押し寄せる中で、当町においても複数のクラスターが発生す

るなどの緊迫した事態が発生しました。その後は、都市部のような

深刻な状態には至っていないものの、まだまだ予断を許さない状況

が続いています。 
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 罹患された方々には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、医

療、介護をはじめ各分野の最前線において、町民の健康を守るため

に働いておられる全ての皆様に、改めて敬意と感謝の意を表したい

と思います。 

 

一方、大きな打撃を受けている町の産業を守るため、事業継続に

向けた支援や地域内消費の喚起対策などにも取り組んでまいりまし

たが、ステイホームへの意識が高まる中、飲食業や宿泊業を中心に

消費の落込みに歯止めがかからず、これに連動する形で様々な分野

に悪影響が出ており、未だ出口の見えない情勢に、事業者、労働者

ともに我慢の日々が続いているものと認識しています。 

 

また、例年であれば多くの人出で賑わうイベントの多くを中止せ

ざるを得なくなり、特に町を代表するイベントである桜まつりにお

いては、感染防止対策とはいえ、せっかく咲いた桜を前に、残念な

形になってしまいました。 

 

このように、昨年は刻々と変化するコロナ情勢への対処に追われ

る一年となり、重たい空気に包まれる場面も多かったわけですが、

そんな中、昨年５月に創設した「新ひだか町新型コロナウイルス感

染症対策支え合い基金」には、多くの個人・団体の皆様から３千万

円を超えるご寄付をいただき、そのお陰で、コロナ禍でも頑張って

いる子どもたちや育児に奮闘している子育て世代への支援事業など

を実施することができました。 
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町を襲った突然のピンチを前に、急きょ創設した基金でありまし

たが、多くの方々が支え合いの気持ちをもって賛同してくれたこと

は本当に嬉しかったですし、救われたような気持ちになりました。 

 

 また、このような情勢の中にあって、静内農業高等学校の生徒達

が繁殖・育成したサラブレッドが、北海道市場において学校史上最

高額となる２，５００万円で落札されるという快挙を達成し、多く

の町民に元気と希望を与えてくれました。 

 

 この未知のウイルスとの戦いは、今しばらく続くのではないかと

思いますが、町民同士の支え合いのもと、感染者に対する差別やい

じめではなく、互いに思いやりの気持ちを持って、地域全体で力を

合わせてこの難局を乗り越えていくことが明るい未来に繋がるもの

と考えています。 

 

 町としては、引き続き国や北海道と連携しながら、求められる役

割を果たしていきたいと思いますし、特に予防効果が期待されるワ

クチンの接種にあたっては、先に設置した「ワクチン接種対策室」

を中心に万全の準備を整えてまいりたいと考えています。 

 

 さて、町政全般を見渡しますと、急激な人口減少や少子高齢化の

波が依然として勢いを止めることなく進行しており、これらに連動

する形で、町政運営はもとより、あらゆる分野で様々な課題が発生

しています。 
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 これら課題の解決に向け、私なりにできる事から着手していると

ころですが、限られた財源の中、また、今後も人口減少が進行して

いくことなどを考えますと、複雑多岐にわたる課題の全てに対処し

ていくことは極めて難しく、加えて、時代の変化とともに新たな課

題への対応も発生していることを踏まえますと、増え続ける荷物を

背負うという視点だけではなく、時には荷物を下ろす選択肢も持た

なくてはいけないと考えています。 

 

 また、課題の多くは行政だけで解決できるものではありません。 

まちづくりの主体である町民の皆様が、具体的な行動を起こすこ

とができるかということも重要なカギになるものと考えています。 

 

 今申し上げたような事は、口で言うほど簡単ではありませんが、

どんな課題にも必ず解決の道はあると信じていますし、この町を明

るい未来に導くことが、今を生きる我々大人たちの責任だと考えま

すので、これまで以上に町民の皆様、議会の皆様、関係団体の皆様

との繋がりを大切にしながら、次代を担う子どもたちに胸を張って

引き継げるような町をみんなで創っていきたいと思います。 
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２．町政に臨む基本姿勢 

私は、これまでの町政執行方針の中で、将来に向けた「備え」を

整えていくことを繰り返し申し上げてきました。 

 

 ここで言う「備え」とは、特定の分野や事柄に限定するものでは

ありませんが、私が特に重要と考えているのは、まちづくりを前に

進めるうえでの体力となる「財源」と「資源」であります。 

 

 町長就任から約３年、十分に備えが整ったと言える状況にはあり

ませんが、「財源」の面では、経常経費の圧縮等に努めながら、様々

な改革に着手してきたところであり、特に民間活力の導入にあたっ

ては、令和２年度から、長年にわたり町職員が直接処理してきた一

部業務の民間委託化を開始し、令和３年度からは、大きな課題であ

った町営の高齢者福祉施設６施設を、高い経営ノウハウを持った指

定管理者による運営へと転換する準備を整えることができました。 

 

今後も、あらゆる分野において民間活力を効果的に取り入れ、経

費削減とサービス向上の両面で町にプラスの効果が生まれる状況を

創り出したいと考えていますし、その流れの中で、職員数の適正化

や組織のスリム化などにも取り組みながら、更なる財政健全化に努

めていきたいと考えています。 

 

一方、「資源」の面では、本町が持つ豊かな自然や地場産品などの

魅力を更にアップさせる施策を展開するとともに、事業者による自

発的な取組を後押しする制度なども構築し、これらを活用した生産
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性の高い経済活動等が活発に行われるようになることを目指してき

たものの、思い描いたとおりの状態にはなっていないのが現実であ

ります。 

 

その中で特に深刻であると感じることは、様々な活動の核となる

ような人材、つまり「人的資源」の不足であります。 

 

 核となる人材とは、課題の解決に向けて自ら考え、関係する方々

と繋がりながら、それを形にできる資質や能力を持った人材であり

ますが、町の活力となる生産年齢人口層の多くが町外へと流出して

いる現状では、そのような人材の確保も容易ではありません。 

 

しかしながら、現状を悲観しているだけでは何も解決することは

できませんし、いつの時代も、人と人とが繋がり、自ら考えて動く

以外に道を切り拓く方法はないと思いますので、あらゆる手法を視

野に入れながら、そのきっかけとなるような機会や仕組みを粘り強

く作っていきたいと考えています。 

 

 道のりは決して平坦ではありませんが、今後もこのようなスタン

スで改革と挑戦を繰り返し、そこで生まれる成果を、将来に向けた

新たな芽を育てるためのエネルギーとしていけるよう、何事にも前

向きに取り組んでまいります。 
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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についてこれから申し述べます。 

 

（1） 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。 

 

 町政運営の透明化とは、文字通り、まちづくりの現状などを町民

の皆様から見える状態にすることであり、そのためには、「広報」と

「広聴」が大きなポイントになると考えています。 

 

 「広報」にあたっては、毎月の町広報誌のみならず、ＳＮＳなど

のインターネット媒体を効果的に活用しながら、多くの方々に情報

が届くように努めていくとともに、以前から「情報が探しにくい」

などのご指摘を受けていた町公式ホームページについては、全面的

なリニューアルを進めているところであり、今まで以上にわかりや

すい情報発信に努めてまいります。 

 

 「広聴」にあたっては、まちづくり懇談会や出前講座など、直接

顔を突き合わせて行う対話機会をベースとしながらも、コロナ禍に

おいては、インターネットや書面などを活用した間接的な広聴も積

極的に取り入れながら、町民の皆様からの意見や要望等の把握に努

めてまいります。 
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まちづくりを進めるうえで欠かすことのできないピースの一つに、

「財政の健全化」があります。 

 

安定した財政運営のため、町政全般にわたり「経費節約への工夫」、

「預金を増やすための工夫」、「借金を減らすための工夫」などに取

り組んでいますが、人口減少などにより、税金や地方交付税などの

収入が減少していく中では、今まで以上に、限られた収入の効率的

かつ効果的な使い道を考え、最大限の効果が得られるような工夫を

していかなければならないと考えています。 

 

 これら取組の基本となる「新財政計画」が、令和３年度末で期間

満了を迎えることから、新たな計画の策定にも着手してまいります。 

 

また、様々な取組を進めるためには、町民の皆様に財政運営の現

状を理解していただくことが重要ですので、普通会計においては、

公会計制度に基づく各種財政諸表による見える化に努めます。 

 

さらに、住民ニーズへの柔軟な対応とサービスの質的向上を図る

とともに、行政経費の縮減をより積極的に推進するため、これまで

以上に民間活力の導入を進めてまいります。 

 

一方、恒常的な赤字負担等が生じている特別会計・企業会計につ

いては、会計の透明化と経営改善に向けた取組を進めてまいります。 
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介護サービス事業については、安定したサービス提供を継続する

ため抜本的な経営改善の取組として、令和３年４月から、高齢者福

祉施設６施設を指定管理者による一体的な管理運営を行うことで、

民間事業者が持つ専門的管理運営ノウハウのもと、安定的で持続可

能なサービス提供体制とサービスの質の向上が図られ、町の財政的

負担の縮減も達成されるものと考えています。 

 

この度の高齢者福祉施設等の一体的な指定管理者制度への移行に

関しては、町職員が指定管理者に転籍し、引き続き町の介護事業を

担っていただくことが必要であり、町政への深い理解のもと重い決

断をしていただいたことで達成できるものと強く感じているところ

であり、転籍された職員全員の思いを強く胸に刻み、今後も更なる

行財政改革を進めてまいります。 

 

 病院事業については、町の合併当初から厳しい経営状況が続いて

いることから、将来を見据えた診療体制や人員配置などについて検

討を早急に進め、関係する方々の意見なども伺いながら、具体的な

対策プランの策定に向けて取り組んでまいります。 

 

簡易水道事業及び下水道事業については、経営状況を的確に把握

し、より効率的な事業運営を図るため、国からの要請を踏まえなが

ら地方公営企業法に基づく企業会計への移行を進めてまいります。 
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（2） 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、国内外の市場規模が変わるなど、環境が大きく

変化していくと見込まれる中、農業者が未来に夢や希望を持ち、安

心して営農を続けられるようにしていくことが何よりも重要です。 

 

基幹である軽種馬については、昨年、北海道市場での売却総額や

ホッカイドウ競馬の売上が過去最高となりましたが、今後も競馬界

を取り巻く情勢を的確に捉えながら、馬産地としての支援事業を継

続して進めてまいります。 

 

 また、ミニトマト、花き、和牛の３本の柱を戦略作目として基軸

に置き、産業振興奨励事業の推進や農業実験センターにおける短日

夜冷育苗施設の拡充を行い、生産性の向上や所得の増大を図るとと

もに、農業生産活動の継続に向けた中山間地域等直接支払制度の活

用にも取り組んでまいります。 

 

さらに、持続可能な農業を次世代に引き継ぐために、本年 3 月に

構築した第三者農業経営継承制度の運用をはじめ、オンラインによ

る独自の就農相談会や就農後の指導・支援体制の強化を図り、多様

な担い手の確保・育成に努めるとともに、併せて、農業生産の支え

となる労働力確保に向けた調査・研究を関係機関・団体と連携しな

がら進めてまいります。 

 



 - １１ - 

農業生産基盤については、農業用水の安定供給と維持管理の軽減

を目的に、かんがい排水事業として三石ダム等の改修事業が着手さ

れますが、大雨時の洪水調節としての機能も新たに担うことになる

ため、関係機関と連携の下、着実に防災・減災が進められるように

努めてまいります。 

 

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

計画に基づいた適正かつ計画的な森林整備を推進するため、補助造

林事業や分収造林事業を積極的に取り組み、健全で優良な森づくり

による森林資源の循環利用を進めてまいります。 

 

また、森林環境譲与税を活用した森林環境の保全事業を推進する

ことにより新たな雇用を創出するとともに、新たに林業担い手対策

協議会を設立するとともに、道立北の森づくり専門学院との連携な

どを進めることで、森林を守り・育て・将来の世代に引き継いでゆ

く、地域に根ざした担い手の育成・確保に取り組んでまいります。 

 

水産業については、漁家経営の安定と漁業所得の向上を図り、持

続性のある漁業を目指すため、水産資源が豊かに育める環境の維

持・保全や資源増大のための栽培漁業など、漁業関係団体による主

体的な取組に対し、引き続き、支援してまいります。 

 

また、生産拠点となる漁港については、防波堤などの整備促進と

施設の長寿命化対策など、安全な漁港づくりを国や北海道に要請し

てまいります。 
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商工業については、町及び商工会が共同で策定した「第２期経営

発達支援計画」に基づき、課題となっている小規模事業者の事業承

継や新規創業支援に関係団体と連携して取り組むとともに、地域の

素材を活かしたオリジナル商品の開発や販路開拓、商品ＰＲを積極

的に支援し、販売額の増加及び雇用の創出を図ります。 

 

 

（3） 防災対策の強化                    

 ３点目は、「防災対策の強化」であります。 

 

近年は、集中豪雨や大型台風の増加、そしてそれに伴って大規模

な風水害や土砂災害が頻繁に発生し、これらの被害を未然に防止す

ることは、非常に困難になっているほか、避難所運営についても、

コロナ禍における対策が求められるなど、危機管理や災害対応は一

段と難しさを増しています。 

 

 こうした中、被害を最小限に留めるためには、日頃から災害に備

えるとともに、防災力を高めていくことが重要であります。 

 

 この防災力を高めるためには、自らの身は自らが守る「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つをしっかりと機能させる必要があります。 

 

 そのため、地域での防災訓練や防災講話などの出前講座等を通じ、

子どもからお年寄りまで幅広い年齢層における個々の防災意識の向
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上を図りながら、自治会単位を基本とした自主防災組織の設立によ

る地域の協力体制を、引き続き推し進めてまいります。 

 

 また、災害発生時においては情報共有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の強化を引き続き行うとと

もに、老朽化した防災行政無線については、令和４年度からのデジ

タル化運用に向けて、遅滞なく整備工事を進めてまいります。 

 

さらに、減災対策として、恒常的に氾濫や冠水を繰り返す河川に

おける埋塞土除去や、道路施設の長寿命化対策を進め、引き続き施

設の機能改善に取り組むことにより、いつ起きるか分からない災害

から町民の皆様の生命や財産を守ることができるように取り組んで

まいります。 

 

 

（4） 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いては、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。 

 

今、町においては、少子高齢化や過疎化の進行に伴い、様々な分

野で担い手確保が難しい状況を迎えている中にあって、子どもたち
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がふるさとへの愛着や誇りを持ち、新ひだか町の将来を担う人材と

して成長していくことができるよう、長期的な視点を持って「人づ

くり」のための様々な施策を展開してまいります。 

 

その中でも、本町の基幹産業であり地域の魅力でもある「馬」を

人づくりの軸に据え、馬に関わる産業、歴史、文化などに触れる機

会を子どもたちに積極的に提供していくことにより、郷土への愛着

を醸成し、地元への定着へと繋げられるよう、生産者や関係団体等

と連携を図りながら、引き続き取組を進めてまいります。 

 

 

（5） 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。 

 

団塊の世代と呼ばれる方々が７５歳を迎え、町民の３人に１人が

６５歳以上という超高齢化社会が目前となる中、町民の誰もが住み

慣れた地域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、地域での包括的な支援やサービスが提供される「地域包括ケ

アシステム」の再構築が必要です。 

 

 この実現には「医療」「介護」「予防」等の分野の人材の確保と将

来を担う人材の育成が急務であることから、「修学資金貸付事業」や

「緊急介護人材育成支援事業」の取組を進めるとともに、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

ビスの提供が可能となるよう、地域包括支援センターや地域連携室
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が引き続き事業の推進に努めてまいります。 

 

医療分野においては、日高圏域での急激な人口減少が進行する一

方で、少子高齢化による年齢構成が大きく変化する中、必要な医療

についても変わっていくことが求められていることから、日高圏域

医療構想との整合や、公的医療機関と民間医療機関との役割分担を

図りながら、引き続き機能の集約と果たすべき役割を検証し、過不

足のない医療供給体制の構築を目指してまいります。 

 

町立静内病院は、管内で唯一の循環器疾患の手術、治療が可能な

診療体制となっていることから、引き続き患者様の受入を継続して

いくとともに、令和２年度から運用を開始した「地域包括ケア病床」

においては、手術後の患者様や都市部での連携病院から戻ってこら

れた入院患者様の在宅復帰を支援するため、リハビリ部門の機能強

化や福祉部門との連携を進めてまいります。 

  

三石国民健康保険病院は、人口減少などに伴い医療環境や経営環

境が悪化していますが、今後も必要とされる医療を提供し続けられ

るよう、歌笛診療所を含めて、三石地区における医療供給体制のあ

り方を検討し、その再構築に取り組んでまいります。 

 

また、産科の新設や民間誘致については、引き続き調査・研究を

行ってまいりますが、これに固執することなく、地域資源を活用し

ながら、地域で安心して子どもが生み育てられる環境整備に取り組

んでまいります。 
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介護分野においては、地域の住民同士による支え合い、助け合い

のほか、官民が連携して地域で支える仕組みづくりを推進し、医療

も含めた介護サービス提供体制の整備・充実に努め、住民ニーズに

即した予防事業・健康増進事業に努めるとともに、メンタルヘルス

対策を推し進め、健康寿命を延伸する取組を推進します。 

 

地域で安心して子どもを産み、育てていくためには、妊娠期から

子育て期にわたり切れ目のない支援をしていくことが重要です。 

 

このため、新たに設置する「新ひだか町子育て世代包括支援セン

ター」を中心に、官民を問わず関係機関と連携のもと、母子保健事

業と子育て支援事業を一体的に提供してまいります。 

 

また、中学生までの子どもの医療費については、保険診療分の全

額を助成する「医療機関等における窓口無料化」を実施することに

より、疾病の早期診断と早期治療を促し、子どもが健康に育つ環境

づくりに努めるとともに、引き続き子育て世帯への経済的支援にも

取り組んでまいります。 

 

 さらに、子どもを産み育てながら働くことを希望する保護者が不

安なく仕事に向かうことができる環境を整えるため、待機児童の発

生や慢性的な保育士等の人材不足を解消することを目的とした「修

学資金貸付事業」の取組を実施するなど、幼児教育・保育の充実を

図ってまいります。  
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一方、障がいのある方の自立支援に向けては、障がい者基本計画

に基づき、介護、障がい、子ども等の各分野における相談支援の連

携をさらに強化するとともに、農福連携の実現に向けた検討を進め

るなど、一体的な支援体制の構築に努めてまいります。 

 

長年の課題であった光ブロードバンド網の拡充については、町内

全域を対象とした民設民営での光回線の整備が、ようやく実現する

見通しになったことから、当該工事がスムーズに進み、できる限り

早期に各種サービスが開始されるようにサポートしていくとともに、

その有効活用について、日高管内各町とも連携しながら、調査・研

究を進めてまいります。 

 

 本町は、暮らしやすい気候と恵まれた自然環境を活かし、長年に

わたり、積極的に滞在・移住の取組を進めた結果、令和元年度には、

移住体験者の延べ滞在日数が全道で２位となり、全国から多くの方

が移住してきています。 

 

コロナ禍により、働き方や働く場所のあり方が大きく変わりつつ

ある中、都市から地方への移住や滞在志向がこれまでになく高まっ

ていることから、民間事業者等とも連携しワーケーションを推進す

るとともに、移住を考えている方への相談体制を強化するなど、さ

らなる移住・定住の促進を図ってまいります。 

 

また、主に通学や通院の足となる広域の公共交通網については、

昨年１１月にＪＲ日高線が廃線合意に至ったことから、本年４月か
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らの「全線バス転換」に向けて具体的な準備を進めるとともに、新

たなバス路線の妥当性などを検証する仕組みを日高管内各町とも連

携しながら構築してまいります。 

 

さらに、町内移動の足となる地域内の公共交通網については、広

域の公共交通網への接続を意識しつつ、現状のバス路線網の問題点

なども踏まえながら、将来にわたって持続していくことのできる効

果的で利便性の高い交通体系の構築に向け、交通事業者とも連携し

ながらスピード感をもって検討を進めてまいります。 

 

 

（6） 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、森林の持つ治水等の多面的機能による減災効果が損な

われないよう、間伐や不良木地の整備、主伐後の再造林などを着実

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

構築し、木の温もりや親しみが身近に感じられる環境づくりに取り
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組んでまいります。 

 

観光においては、本町の豊かな森林環境を活かし、自然とのふれ

あいや心身の保養を図るため、休止としていた「緑のふるさと温泉

の森キャンプ場」を再開いたします。 

 

また、今年 9 月に体験型観光の世界会議「アドベンチャートラベ

ルワールドサミット」が北海道で開催され、本道はより一層国内外

から注目を集めるため、本町においても、日高山脈の国立公園化な

どを見据え、豊かな自然環境を活かした体験・滞在型観光の取組に

向けた検討を進めてまいります。 

 

加えて、本町の貴重な財産であり、最大の観光資源でありながら

老木化が深刻な二十間道路桜並木を後世に残すため、昨年３月に策

定した「二十間道路桜並木維持保全方針」に基づき、継続して樹勢

回復事業に取り組んでまいります。 

 

近年増え続けている空家については、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、新ひだか町空家等対策計

画に基づき、空家バンクを活用した居住の推進を図り、移住政策等

や空洞化が進行する市街地地域への対策と連動しながら、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

居住を支援してまいります。 
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また、適切に管理されていない空家については、所有者に対して

法に基づく維持管理を促し、生活環境の保全に努めてまいります。 

 

先住民族であるアイヌの人々の施策については、静内真歌のアイ

ヌ文化拠点空間の整備を軸として、アイヌの方々を中心に何度も協

議を重ねてきたところであり、令和元年度末の基本構想に加え、令

和２年度末にはアクションプランが策定となることから、今後にお

いては、懇談や検討の段階から、プランを具現化する段階へとステ

ージを移し、貴重なアイヌ文化の価値・魅力を地域全体で享受でき

る環境や体制を構築できるよう、精力的に取り組んでまいります。 
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４．むすび 

ただ今、町政全般にわたる考え方や方向性などを申し上げました

が、これら全てを思い描いたとおりに進めることは容易ではなく、

ましてや新型コロナウイルスの感染拡大が収束していない現状の中

では、不安要素も多いと思います。 

 

しかしながら、どんな状況であろうと、課題から目を逸らすこと

なく、関係する方々としっかりと向き合いながら、一緒に解決策を

模索していきたいと考えていますので、そのベースとなる「人と人

との繋がり」を大切にしながら、まちづくりを着実に前に進めてい

きたいと考えています。 

 

人それぞれ様々な考え方があると思いますし、時には意見の食い

違いなども出てくると思いますが、この町を愛する気持ちだけは同

じであり、それぞれの立場や主張などを理解・尊重しながら、一つ

ひとつの課題に誠実に向き合っていくことができれば、その先には

きっと明るい未来が広がっていると信じていますので、前向きかつ

柔軟な思考で取り組んでいきたいと考えています。 

 

私をはじめ町職員一同、全力を挙げて、より良いまちづくりに邁

進してまいりますので、引き続き、皆様のご理解、ご協力を切にお

願い申し上げ、令和３年度における町政執行の方針といたします。 

 


