町政執行方針

基本政策
➋基幹産業

の確保に努めてまいります。

創出や健全で優良な森林資源

ることにより、安定した雇用

活用しながら森林整備を進め

いります。

運用に向けて、本年度から本

令和４年度からのデジタル化

た防災行政無線については、

し進めるとともに、老朽化し

➍子どもたち

格的な整備工事に着手してま

水( 産業 )
漁業資源が豊かに育める漁
とともに、資源増大のための

の健全育成

場環境の維持・保全に努める
栽培漁業など漁業関係団体に
よる主体的な取組を支援して

ました。その概要をお知らせ

野町長が町政執行方針を述べ

回町議会定例会において、大

町財政については、人口減

活用しながら情報発信に努め

ら、情報発信媒体を積極的に

とが大きな要素になることか

くりの現状を知ってもらうこ

ては、町民の皆さまにまちづ

町政運営の透明化に当たっ

ホッカイドウ競馬の売り上げ

軽( 種馬産業 )
北 海 道 市 場 で の 売 却 率、

組を支援してまいります。

業関係団体による主体的な取

事業などを継続しながら、農

に、産業振興事業や基盤整備

い手対策に取り組むととも

農( 業 )
多様な人材が就農できる担

の強化

➌防災対策

ます。

協力した取組を進めてまいり

団体および事業者などと連携

や雇用の創出に向けて、関係

ともに、地域での新たな創業

などへの取組を後押しすると

用した特産品開発や販路開拓

商( 工業 )
本町の多様な地域資源を活

育成が重要であることから、

現代社会において、国際感覚

国(際交流 )
グローバル化が急速に進む

ります。

一層の充実に取り組んでまい

体で学校における教育活動の

関が相互に連携して、地域全

家庭・地域社会および行政機

極的な導入などにより、学校・

コミュニティ・スクールの積

しい教育の推進はもとより、

まいります。

令和２年度の町政執行につ
少などにより、税金や地方交
が共に好調に推移しておりま
地域での防災訓練や防災講

姉妹都市レキシントン市との

の強化

いては、引き続き「備え」の
付税などの収入が減少してい
すが、引き続き、馬産地とし
話 な ど の 出 前 講 座 を 通 じ、

青少年交流の新たなステップ
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意識を持ち、徹底した行財政
く中、行財政改革など不断の
ての必要な支援を講じてまい
個々の防災意識の向上を図り
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新学習指導要領に基づく新

改革に取り組みながら、町と
努力が不可欠です。特に、恒
ります。

として、ケンタッキー大学へ

します。

不足は深刻な状況であり、住

介(護 )
依然として介護業務の人手

に、森林環境譲与税を有効に

大きな方向性のもと、利便性

線バス転換」という管内的な

地域公共交通
(
)
ＪＲ日高線については、
「全

る地域の協力体制をさらに推

画に基づき、空家バンクを活

空(き家 )
新ひだか町空き家等対策計

交流人口・関係人口の増加に

に取り組んでまいります。

町政に臨む基本姿勢

の透明化

しての体力を付けていきたい
常的な赤字負担などが生じて
ながら、自治会単位を基本と

３月 日に招集された第１

と考えていますが、時間的猶
いる特別会計・企業会計につ

林( 業・林産業 )
積極的に補助造林事業や分

の短期留学プログラムの実現

民同士による支え合い、助け

の高い広域公共交通網の構築

用した居住の推進を図り、移

てまいります。

予がない事案などもたくさん
いては、会計の透明化と経営
する自主防災組織の設立によ

合いの仕組みづくりが重要に

に向けて議論を加速させると

住政策や空洞化が進行する市

の持てる

ながら、将来にわたって持続

しながら、にぎわいのある地

地域づくり

また、介護事業への民間活

会教育事業の実施を通して、

め、社会教育施設の活用や社

ら学び続ける意欲を培うた

を進めてまいります。

なることから、医療を含めた

ともに、これに接続する地域

街地地域への対策などと連動

いきたいと考えています。

保(健 )
各種健康診断の慣習化と受
介護サービス提供体制の構築

内公共交通のあり方も整理し

し進め、
「 い の ち 」を 支 え る

くことができるよう、まちな

ります。

通網の構築に努めてまいりま

か居住を促進させる仕組みを

域として維持・発展させてい

についても慎重に検討を進め

す。

していくことのできる公共交

てまいります。

力の導入や事業の必要性など

また、
「
（仮称）子育て世代

➏環境に

自殺対策を総合的に推進して

育成するため、関係団体との
包括支援センター」の設置や

医療・介護・福祉連携 )
(
健 康 増 進・ 予 防 並 び に 医

ア(イヌ政策 )
「 新ひだか町アイヌ施策推

どもたちに自然豊かな本町の

である「馬」を軸に据え、子

基幹産業であり、地域の魅力

くり」に取り組むため、本町の

関しては、日高管内において

すとともに、循環器科診療に

い医療供給体制の構築を目指

合性を図りつつ、過不足のな

医(療 )
日高圏域地域医療構想と整

いります。

福祉 )
(
障がい者基本計画に基づ

ります。

携室の体制強化に努めてまい

域包括支援センターや地域連

築に向け、その中心となる地

るトータルケアシステムの構

れ目のないサービスを提供す

てまいります。

感じられる環境づくりに努め

木の温もりや親しみが身近に

組みを構築することにより、

らしの中に有効活用できる仕

生み出される資源が人々の暮

実に行い、森林の循環により

自(然環境 )
しゅばつ
間伐や主伐後の再造林を着

ひとつの課題に誠実に向き合

を理解・尊重しながら、一つ

それぞれの立場や主張など

まいります。

環境や仕組みづくりに努めて

て伝承していくことができる

まいります。

連携を図りながら積極的にス
保育サービスの充実を図るこ

療・介護・福祉の各分野が連

検討してまいります。

ポーツ活動を展開するととも
とにより、安心して子育てが

進地域計画」を基本に、貴重

魅力に触れる機会を積極的に

不足している「地域包括ケア

き、障がいのある方々の就労

い、職員と一丸となり全身全

まちづくり

配慮した

に、スポーツ環境の整備・充

携し、官民が一体となって切

提供していくことにより、生

病床」の導入を進め、同時に

および自立支援を促進すると

観(光振興 )
国内外からの観光客の受け

な伝統や文化を将来にわたっ

まれ育った町に対する愛着を

脳血管疾患への対応を強化す

ともに、昨年度実施した障が

入れ体制の整備に努め、二十

)

醸成し、地元への定着へとつ

るため、三次医療圏内の脳神

い者の農業体験を継続し、
「農

長期的な視点を持って「人づ

なげていけるよう、生産者や

経外科専門医療機関とＩＣＴ

霊で取り組んでまいります。

むすび

関係団体などと連携を図りな

を適切に維持管理しながら、

間道路桜並木などの観光資源
査・研究を進めてまいります。

福連携 」の推進に向けて調
まいります。

を活用した医療連携を図って

ふ(るさと教育

実に努めてまいります。

できる環境整備を目指してま

社(会体育 )
心身ともに健全な子どもを

つなげてまいります。

主体的にさまざまな体験活動
診率の向上に取り組むと同時
に努めてまいります。

➎生きがい

や芸術・文化活動に取り組む
に、メンタルヘルス対策を推

社(会教育 )
子どもたちに学ぶ喜びや自

場や機会の提供に努めてまい

や共生の意識を持った人材の

ありますので、できる事から
収造林事業に取り組むととも
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の全文は、町
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改善に向けた対応策への準備

【要旨】
着実にアクションを起こして

大野 克之 町長

がら、引き続き取組を進めて
まいります。
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