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（はじめに） 

本日、ここに、平成 28 年第１回養老町議会定例会が開会され、新

年度予算をはじめ各般にわたる諸議案のご審議をお願いするにあた

り、町政経営に関する所信の一端と主要施策の大要を申し上げたい

と存じます。 

新年度は、第五次総合計画後期基本計画のスタートの年であると

ともに、いよいよ来年に迫った養老改元 1300 年祭に向けて大変重要

な年であります。様々な諸課題に的確に向き合い、これまで通り「町

民主導」「公平・公正」という政治信条を貫き、第五次総合計画に

掲げる将来像「誇りと愛着が持てる 絆を大切にするまち 養老」

を実現するために、引き続き、町民一人一人が豊かさを実感できる、

そして将来に希望が持てるまちづくりに邁進してまいる所存です。 

（町政の経営方針） 

国においては、長引くデフレからの脱却と構造的な問題である少

子高齢化の問題に真正面から向き合い、「一億総活躍社会」を創り

上げるため、「ＧＤＰ600 兆円」「希望出生率 1.8」「介護離職ゼロ」

をアベノミクスの新たな３本の矢として打ち出し、経済再生と地方

創生に取り組む決意を国民に示しました。 

 「地方創生」につきましては、国全体の人口減少、東京一極集中、

地域経済の停滞を踏まえ、国・県・市町村それぞれが策定した「人

口ビジョン」と「総合戦略」を連携させ、縦割りと横の重複を排し

ながら人口減少を食い止め、地方の可能性を引き出して、その活力

を回復させる試みであり、我々にまちづくりの当事者として自覚と

自助努力の覚悟を改めて促すものであります。 

 平成 26 年の日本創成会議による将来人口推計において、本町を含

む全国 896 の自治体が消滅可能性都市とされました。急激な少子高

齢化や人口減少が進むなか、本町ならではの地域特性、豊かな自然

や歴史・文化、人と人とのつながりを生かしながら、安心して子ど

もを生み育てられ、将来に向かって暮らし続けられるまちにしてい
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くため、本町においても、平成 27 年 10 月「まち・ひと・しごと創

生法」に基づき、「町人口ビジョン」と「『絆を大切にするまち養

老』創生総合戦略」を策定いたしました。 

また、平成 23 年に策定いたしました「町第五次総合計画（絆プラ

ン）」は、中間年を迎えたことから、平成 32 年度までの今後５年間

のまちづくりに向けて見直しを行っているところであり、平成 27

年度末までには後期基本計画を策定いたします。 

 これらの計画の策定にあたりましては、策定委員会や審議会のほ

か、中学生をはじめ、高校生・大学生などの若者や 40 歳までの方を

対象にしたアンケート調査を実施し、ご意見などを反映したところ

であり、多くの町民の皆様をはじめ、各界の代表者、議員各位のご

協力を賜りましたことに感謝申し上げます。 

人口ビジョンについては、対象期間を平成 27 年度から平成 52 年

度までの 26 年間として、人口の将来目標を平成 52 年において

23,000 人を維持することを掲げております。 

 人口の減少を抑制するためには、出生数を増やしながら、転出者

を減らす必要がありますが、未婚率も高まっていることから、急激

に出生率を上げることは困難でございます。そのため、本町では、

近隣市町に職を求めたとしても、町内に暮らしてもらうことを推奨

し、豊かな自然の中で子どもを生み育てていただくための環境整備

を進めることによって、人口減少を最小限に止めるまちづくりを進

めていくこととしております。 

 総合戦略については、対象期間を平成 27 年度から平成 31 年度ま

での５年間として、国・県の政策分野に沿った五つの基本目標及び

13 の具体的な施策を掲げ、基本目標ごとの成果指標及び施策に対す

る重要業績評価指標を盛り込んでおります。 

さて、「第五次総合計画・後期基本計画」及び「総合戦略」では、

重点プログラムとして「養老改元 1300 年プロジェクト（新生養老ま

ちづくり）の推進」及び「地域自治町民会議の設立と協働の推進」

を位置づけております。 
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新生養老まちづくり構想については、養老改元 1300 年という 100

年に一度の記念の年を迎えることを好機と捉え、今を生きる町民が

本町の貴重な歴史や地域資源を再認識し、それを有効に活用して、

夢のある養老町としてまちづくりを進めていくものでございます。

これまでの「養老」をテーマにした多くのまちづくり事業とともに、

養老公園を中心とする養老山麓周辺の再整備などを、住民や事業者

と行政との協働で進めてまいります。そして、本町の資源を生かし

て産業の活性化や雇用の創出に結び付けることや、若者が夢を持っ

て暮らし続けることができる取組を進めてまいります。 

特に、養老改元 1300 年祭については、元正天皇の行幸と養老改元

から 1300 年、「時を超えて息づく 親孝行と若返りのふるさと」を

テーマに本町の特色から「絆」「歴史」「自然」「健康」の四つを

キーワードに、本町だけが有する様々な魅力をイベントを通して全

国に発信し、健康に暮らせるまちとしての事業を展開してまいりま

す。 

来年の本祭に向けては、平成 27 年度から３カ年のステップでの事

業展開を予定しておりますが、町民の皆様には十分ご理解をいただ

けていない部分もあり、盛り上がりに欠けているなどのご指摘もい

ただいていることから、特に広報活動に力を入れてまいります。 

さて、本町では、東海環状自動車道の養老ＪＣＴから（仮称）養

老ＩＣ間の建設や周辺道路の整備が着実に進んでおり、そうした整

備によって物流網強化による企業誘致の促進や新たな雇用の確保、

観光需要の拡大など、本町の活性化に大きく寄与するものと期待し

ているところでございます。 

しかし、四書五経の一つ「孟子」の中に「地の利は人の和に如か

ず」という有名な言葉がございます。これは、いかに土地の形勢が

有利であっても、一致団結している人々の力には及ばないことを意

味しております。町民の皆様の結束力を更に高めていかなければ、

せっかくの地の利も生かすことはできないばかりか、人口減少時代

における自治体間競争に勝ち抜くこともできません。 
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「第五次総合計画・後期基本計画」及び「総合戦略」では、それ

らを動かす原動力、推進する力として、「地域協働の力」を位置づ

けるとともに、「チェンジ」をキーワードとして掲げ、町民のまち

づくりに対する意識の変化・改革が大切であると位置づけておりま

す。 

平成 27 年４月には、町内で初となる上多度地域自治町民会議が設

立されました。町民が安心して暮らし続けられる魅力ある地域を実

現するためには、これまで以上に町民がお互いに、そして町民と町

が、それぞれが持つ特性を活かしながら補完しあい、協力して地域

課題の解決にあたることが大切であります。 

まちづくりを進めていく原動力は、行政の力だけではなく、町民

の皆様一人一人のお力でございます。地域協働により一体的に推進

することによって、将来にわたって安心して住み続けることができ

る魅力あるまちづくりを進めてまいりたいと存じます。 

（平成 28 年度予算編成） 

 本町の財政状況につきましては、平成 26 年度の経常収支比率は

87.0％と依然として高い水準にあり、社会福祉や児童福祉などの扶

助費や公債費などの義務的経費が増大しております。また、実質単

年度収支も２年連続で赤字となるなど、極めて厳しい状況が続いて

おりますが、懸案事項の推進に向けて、平成 27 年度に引き続き、積

極型の予算編成となりました。 

 新年度の予算規模につきましては、一般会計が前年度比 1.0％減

の 108 億 500 万円、国民健康保険特別会計など９の特別会計及び企

業会計は、8.6％増の 90 億 9,140 万円で、総額は前年度比 3.2％増

の 198 億 9,640 万円となりました。 

 一般会計予算の歳入面では、昨今の景気動向などを踏まえ、町税

は、前年度比 0.2％増の 34 億 218 万 1,000 円を、また、地方消費税

交付金は、前年度比 9.3％増の４億 9,040 万円を計上いたしました。 

 地方交付税については、平成 27 年度の実績と新年度の地方財政計
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画を踏まえ、前年度比 1.0％増の 21 億 9,200 万円を見積もり、町債

については、地方財源の不足に対処するための臨時財政対策債に４

億 5,000 万円を見込み、広幡保育園の耐震化など児童福祉施設整備

事業債に 7,510 万円、道路整備事業として地方道路等整備事業債に

9,830 万円、社会資本整備総合交付金事業債に 6,480 万円など、総

額で前年度比 19.9％減の７億 7,370 万円を計上いたしました。 

（主要施策） 

 それでは、予算の大要について、「町第五次総合計画」に掲げる

４つの主要施策を中心に順次ご説明申し上げます。 

１. 輝く人のまち【人】 

 まず、学校教育についてであります。 

  児童生徒の未来のために、「生きる力」をより一層育むことを目

指し、家庭や地域社会と連携を図りながら、確かな学力、豊かな心、

健やかな体の育成の調和のとれた教育に取り組んでまいります。特

に、児童生徒一人一人を一層大切にし、望ましい人間関係を築く力

を高めるとともに、基礎的・基本的な知識・技能の習得と思考力・

判断力・表現力などの育成のバランスを重視して、児童生徒一人一

人が自ら学ぶ力を身に付けてまいります。 

 人権教育や単独校給食、保幼小の連携など、養老町教育の良さを

継続し、更に発展させてまいります。 

 また、養老改元 1300 年プロジェクト事業とも関連しております

が、ふるさとを理解しふるさとを愛する心を涵養するためのテキス

ト「ふるさと養老」を、関係者のお力添えにより完成させます。そ

して、平成 29 年度からの土曜授業で、全ての小中学校で活用してい

けるよう、準備を進めてまいります。 

学校と地域の皆様が同じ方向を向き、学校と地域が一体となって

子どもを育てていくためのコミュニティ・スクールについては、新

年度で全ての小学校で指定となります。中学校においては、平成 29
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年度に指定できるよう準備を進めてまいります。 

さらには、ＩＣＴ教育の推進のための環境づくりとして、引き続

き小学校においてＬＡＮ工事やタブレット端末の整備を実施して、

授業の質の向上に努めてまいります。 

幼稚園教育については、「心豊かでたくましく生きる子の育成」

を目標に、小学校教育への円滑な移行を推進するために、保育園や

小学校、家庭や地域社会と一体となって、健全育成に取り組みます。 

次に、生涯学習についてであります。 

 町民一人一人の自発的な学習活動を促進するとともに、自らの能

力を開発し、生きがいを持ち続ける社会人を育成していくことが大

切であります。このため、拠点施設である中央公民館や地区公民館

を中心にして、町民の学習ニーズに対応した学習機会の拡充のため

の情報を提供してまいります。国際学習会館においては、小学生を

対象に英語に触れる機会を拡充するため、ＡＬＴ及びボランティア

の協力を得て、引き続きサマースクールを開講いたします。 

 また、「新生養老まちづくり構想」に掲げる親孝行の心を育むま

ちづくりの一環として、引き続き「家族の絆・愛の詩」を全国から

募集するとともに、町内の小中学生を対象に「親孝行作文」を募集

し、思いやりと感謝の心を大切に、明るいまちづくりを目指してま

いります。 

 さらに、「養老・まちの宝物 46 選」を基に、町子ども会育成協議

会と連携し「養老かるた」を作成するとともに、かるた大会を開催

し郷土の歴史や文化を後世に伝え、郷土愛の醸成を目指します。 

学習格差を解消するため、文部科学省が推進する子どもの貧困対

策の一つに掲げられた事業「地域による学習支援」を、ボランティ

アの協力を得て、年に 10 回程度、土曜日に実施してまいります。 

 国際化・国際交流については、「町国際化推進指針」に基づき、

広く住民の参画を求め、協働により国際化を進めてまいります。国

際交流では、７月に「友好都市」であるドイツ連邦共和国バートゾ

ーデン・アム・タウヌス市のスポーツ交流団をお迎えし、９月には
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本町の交流団を派遣して一層の親善を深めてまいります。 

 また、今年の秋には、「第 21 回岐阜県文楽・能大会ようろう 2016」

が本町で開催されます。この大会を通して、多くの町民の皆様に、

文楽・能のすばらしさと、それを伝承されている方々の心に直接触

れていただき、地域の活性化と町民文化向上の糧にしていただきた

いと存じます。 

次に、スポーツ振興についてであります。 

 「町スポーツ推進計画」の一層の推進を図るため、町スポーツ連

盟や関係団体と連携し、「１町民１スポーツのまち・養老」の実現

を目指してまいります。 

特に、本年は、オリンピックイヤーであることから、スポーツに

関する気運が高まっておりますので、本町でもこの機を生かし、地

域スポーツクラブ創設に向けたスポーツ愛好者の育成と、幼少期の

体力向上につながる教室などを開設してまいります。また、スポー

ツ施設の環境を整備し、「スポーツの力」によって健康な体で、心

豊かに生活ができるスポーツの町となるように努めてまいります。 

スポーツ少年団活動については、引き続き研修を充実させ、指導

者にも団員にも正しい「スポーツのこころ」が育成されるよう働き

かけてまいります。 

 次に、人権擁護の推進についてであります。 

平成 27 年３月に第二次改定いたしました「町人権教育・啓発に関

する基本計画」に基づき、差別や偏見の解消に向けて人権週間中に

「町人権推進大会」を開催いたします。 

 福祉センターについては、地域における福祉・文化の向上、人権

啓発及び教育の拠点施設であり、開かれたコミュニティセンターと

して、各種事業を推進してまいります。なお、今後は、地域住民と

行政との協働意識の醸成に努めながら、おおむね 10 年以内をめどに

地域の住民自らが、このセンターを運営し、自主的・主体的な活動

拠点として有効に活用されるよう、協議を一層進めてまいります。 

 男女共同参画については、「町第二次男女共同参画プラン」に基
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づき、男女の人権が尊重され、社会の対等な構成員として、あらゆ

る分野の活動に参画する機会が確保されるよう取り組んでまいりま

す。そのために「男女共同参画社会推進大会」の開催や女性団体に

対する支援など、町民とともに社会情勢に対応した各種事業に積極

的に取り組んでまいります。 

２. 活力のあるまち【基盤】 

 まず、公共交通機関の充実についてであります。 

養老鉄道については、町民の通勤通学や交通弱者の移動手段とし

て重要な交通機関であることから、鉄道を存続させるために、引き

続き近鉄と沿線７市町で赤字相応分を負担するとともに、修繕など

に係る経費の一部についても、国・県とともに支援してまいります。

また、近鉄から求められている、平成 29 年度からの新たな事業形態

による運営については、３月２日、近鉄との基本合意が成立したこ

とから、詳細を定めた確認書を本年度末までにとりまとめ、協議を

加速してまいります。 

 また、大垣多良線及び海津線の二つのバス路線についても、関係

市町で赤字額に対する金銭支援を引き続き行うとともに、路線の見

直しや利便性向上などの協議を進めながら、路線の維持に努めてま

いります。 

 オンデマンドバスについては、今後も利用者の意見を広く取り入

れながら、これまでの運行実績のデータを活用･解析し効率の良い運

行を検討するなど、更なる利便性の向上を図ってまいります。 

次に、国道などの道路整備事業についてであります。 

名神・東名高速道路などと連結し広域的なネットワークを形成す

る東海環状自動車道は、地域経済の発展や地域間の連携強化などに

大きな効果が期待されており、本町を含む沿線地域の更なる発展に

は、早期の全線開通が不可欠であります。 

このような状況のなか、養老ＪＣＴから（仮称）養老ＩＣ間につ

いては、上部工の架設に着手され、養老改元 1300 年を迎える平成
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29 年の（仮称）養老ＩＣ開通に向けて、国により鋭意工事が進めら

れております。また、（仮称）養老ＩＣ以南、県境間については、

早期の工事着手を引き続き国へ強く要望してまいります。 

 さらに、名神高速道路の養老ＳＡ内に設置を予定しておりますス

マートＩＣについては、地域の方々の理解を得ながら、引き続き事

業の進捗を図ってまいります。 

 次に、県道関係の整備についてであります。 

南濃関ヶ原線の石畑地区については、石畑交差点の改良事業が平

成 29 年の完了に向け着々と工事が進められております。また、大垣

養老公園線の養老橋交差点の改良については、用地の取得が完了し

ており、平成 28 年度より工事に着手する予定で進められておりま

す。さらに、養老平田線については、（仮称）養老ＩＣ以西におい

て、平成 29 年の完成に向け道路拡幅工事が順次進められておりま

す。近隣市町との地域間交流や経済活動を支える基盤として重要な

県道については、渋滞緩和や安全対策としての道路整備を引き続き

県へ要望してまいります。 

 続きまして、町道整備についてであります。           

町道は、町民の日常生活を支える基盤として重要であり、厳しい

財政状況ではありますが、社会資本整備総合交付金を活用し、緊急

度の高い箇所から改良・拡幅・舗装工事に積極的に取り組んでまい

ります。また、橋梁及び舗装などの道路施設については、道路法に

基づく定期点検を実施し、施設の適切な維持管理、長寿命化を図っ

てまいります。 

 次に、市街地、集落環境についてであります。 

東海環状自動車道（仮称）養老ＩＣの完成に伴う波及効果を活か

す整備を推進するなど、新規土地需要に対応した土地開発への適正

な指導を行ってまいります。 

 続いて、住宅などの耐震化についてであります。 

木造住宅の耐震診断については、無料耐震診断制度及びその後の

耐震補強工事補助事業を活用していただけるよう、引き続き周知を
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図ってまいります。 

空き家対策については、「空家等対策の推進に関する特別措置法」

に基づき、国・県とも協議しながら適切な対応を行ってまいります。

また、空き家の実態把握を進め、人口減少対策や定住人口を確保す

るための活用などを検討してまいります。 

次に、公営住宅についてであります。 

特定公共賃貸住宅は、空室対策の一環として、社会情勢を考慮し

た入居者資格の緩和や、部分的転用により公営住宅に準じた管理を

行うなどの取組を進めてまいります。 

 改良住宅については、家賃滞納者及び不適正入居者などに対する

対策として、引き続き弁護士など専門家の意見を聞きながら、法的

措置を含む取組を行い、適正な管理に向けて強い姿勢で臨んでまい

ります。 

 次に、上下水道事業についてであります。 

  上水道事業は、水道利用者の皆様に「安全でより質の高い水を将

来にわたって効率的かつ安定的に供給する。」という使命の下、日

常生活を送る上で重要なライフラインの役割を担っております。将

来発生が危惧される災害に備えて、耐震管への布設替えを引き続き

実施してまいります。上水道未整備地域の西小倉地区については、

平成 29 年２月の供用開始に向けて、配水池建設及び拡張工事を実施

してまいります。 

 下水道事業は、県が「（仮称）汚水処理施設整備構想」の策定に

向けて、「基本方針（案）」及び「市町村作業マニュアル（案）」

を作成したことを受け、本町においても「町下水道基本構想」の抜

本的な見直しを行っています。また、中部処理区の面整備完了区域

の未接続世帯に対しては、引き続き啓発活動を行い、接続率向上を

目指してまいります。 

生活排水対策については、高度処理型合併処理浄化槽の設置費用

及び単独浄化槽から高度処理型合併処理浄化槽への転換費用に対す

る補助を引き続き実施し、浄化槽人口普及率の向上を図り、河川や
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池沼などの水質保全の改善を進めます。 

 次に、農林業の振興についてであります。 

我が国の農業施策については、国において農林水産業・地域の活

力創造プランに基づく米政策の見直しなど大きな転換期を迎えてお

ります。 

 本町においても、農業従事者の高齢化や農業経営の効率化など多

くの課題があり、特に主食用米など農産物の価格低下に伴う農業所

得の減少に対応した水田農業経営の体質強化が重要となっているこ

とから、水田農業ビジョンや農業経営基盤の強化の促進に関する基

本的な構想を指針として、本町の農業の持続的発展に向けて取り組

んでまいります。 

 一方、ＴＰＰについては、関係国との交渉が大筋合意に至り、国

内農産物価格や農業所得への影響が懸念され、農業を取り巻く環境

は更に厳しくなるものと思われることから、ＴＰＰの発効に備え、

その動向を注視するとともに、その施策の積極的な活用を図ってま

いります。 

 水田経営所得安定対策については、水田農業の担い手の育成強化

を図るため、県の補助事業である「元気な農業産地構造改革支援事

業」の活用及び町単独事業の「担い手支援事業」を実施し、稲作農

業の生産コスト低減の取組を支援してまいります。 

 また、就農意欲のある青年就農者の育成を図るため、「青年就農

給付金」を交付するとともに、農地の有効利用や農業経営の効率化

と農地利用の一層の集約化を図るため、「農地中間管理事業」によ

る機構集積協力金を活用して、農地集積の加速化を促進してまいり

ます。さらに、水田農業の競争力強化と強い農業づくりを推進し、

共同利用施設の高度化再編などの取組を支援するため、平成 27 年度

において事業採択されなかった「競争力生産総合対策条件整備事業

費」を新年度において、事業要望するとともに、再度、所要額を計

上いたしました。 

 農業振興地域整備計画の全体見直しについては、平成 25 年度から
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実施してまいりました関係する基礎調査や変更整備計画を基に、国

・県との調整、協議を進めてまいります。 

 養老改元 1300 年プロジェクト事業については、都市との交流を促

進するため、稲作体験やひょうたん栽培など、農業体験イベントを

充実させ、あわせて農業・農地の有効活用を図ってまいります。ま

た、平成 27 年度から法制化された、多面的支払交付金事業による農

業・農村の地域維持活動や、農地などの保全活動を実施する組織に

対し、引き続き支援を行ってまいります。 

 土地改良事業については、平成 26 年度から工事着手されている県

営かんがい排水事業（東八間地区）による幹線水路整備の促進を図

るとともに、平成 15 年度から事業実施されている県営広域営農団地

農道整備事業（西南濃３期地区）による農道整備の早期完成を目指

してまいります。また、町内土地改良区の合理化・体制強化を含め

た統合整備の推進については、「土地改良区合理化調査検討委員会」

における基盤整備の未整備地域の整備が必要との意見を踏まえ、新

たな土地改良事業計画の検討も含め、引き続き協議を重ねてまいり

ます。 

 畜産業については、家畜伝染病の発生予防や人畜共通伝染病の進

入防止など、畜産農家への衛生指導を徹底し、畜産物の安定供給に

努めるとともに、生乳生産基盤の強化を図るため、乳用初妊牛の増

頭や後継牛の確保対策として酪農振興対策支援事業を実施してまい

ります。 

食肉事業センターについては、老朽化が懸念されているところで

すが、食の安全・安心の確保を最優先として、衛生管理の徹底を図

り、危害の発生防止に努めてまいります。また、新施設の建設促進

については、食肉処理施設を取り巻く厳しい情勢に対応するため、

岐阜県食肉基幹市場建設促進協議会による関係者との協議を進め、

早期に事業着手できるよう取り組んでまいります。 

 次に、商工業の振興についてであります。 

町内で頑張る中小企業及び事業者を応援するため、町商工会と連
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携しながら、引き続き各種事業を支援し、地域経済の活性化を促進

してまいります。 

 また、企業立地の促進については、誘致体制などの強化を図り、

現行の企業立地奨励金制度の見直しや新たな優遇措置などを検討し

てまいります。 

 さらに、養老町の特産品ブランド認証制度については、平成 27

年度に９品目の認証を行いましたが、関係者と引き続き普及促進に

努めてまいります。 

 次に、観光事業については、養老改元 1300 年祭に向け、来訪者が

安心して滝の散策ができるよう養老三滝整備の一環として、直江の

滝・森林散策道を整備するほか、行幸跡地の周辺整備、さらには滝

谷沿い店舗への支援など、来訪者に対するおもてなしの場を提供で

きるよう取り組んでまいります。また、広域連携による県内外での

観光キャンペーンや、外国人誘客にも積極的に取り組み、更なるＰ

Ｒ活動を展開してまいります。 

３. 安心・安全なまち【暮らし】 

 まず、子育て支援についてであります。 

 保護者の就労状況や家庭の状況など個々のニーズに柔軟に対応で

きるよう「町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、幼稚園・保

育園の連携強化や認定こども園への移行について、「町子ども・子

育て会議」において引き続き審議し、段階的に取り組んでまいりま

す。 

保育環境の整備・充実を図るため、社会福祉法人池辺育心会の行

う池辺保育園の改修工事に対する補助を行うとともに、広幡保育園

の耐震化工事を施工します。 

また、第３子以上の出産に対する出産祝い金支給事業や私立保育

園に対する牛乳飲用事業などの補助事業に引き続き取り組むととも

に、子ども及びその保護者や妊娠している方に対して、これまで実

施してきた地域子育て支援拠点事業に加え、教育・保育・保健その
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他の子育て支援の情報提供や相談・助言などを行うとともに、関係

機関との連絡調整などを実施する利用者支援事業を開始するための

準備を進めます。 

婚活支援については、「婚活サポーター制度」を広く周知し活用

されるよう、平成 27 年度に一般向けとサポーター専用のサイトを開

設いたしましたので、引き続き結婚を希望する人に情報を提供して

まいります。 

また、移住・定住を促進するため、本町に住みたい、住んでみた

いという、特に子育て世帯が、住宅を新築又は購入などによって取

得された場合の費用の一部を助成してまいります。 

次に、健康づくりについてであります。 

平成 27 年度に設置いたしました「養老町健康なまちづくり推進会

議」の協力を得ながら健康づくり施策の要であるロコモ（運動器症

候群）、メタボ、認知症、がん、歯と口腔対策を積極的に進めてま

いります。特に、がん、心疾患、脳血管疾患が死因の６割を占める

状況にあることから、重症化予防の啓発、各種健（検）診と併せて

要精密検査未受診者への受診勧奨を精力的に実施いたします。 

また、白血病などの血液難病治療に係る骨髄等の提供を支援する

ため、骨髄移植ドナー等助成事業をスタートいたします。 

 母子保健対策については、不妊に悩む夫婦の妊娠・出産の希望を

実現し経済的負担を軽減するため、これまでの特定不妊治療に加え

一般不妊治療(人工授精)の助成を拡充するとともに、切れ目のない

妊娠、出産、子育てに係る相談支援を強化し、不妊の悩みや不安な

どの軽減を図ってまいります。 

 また、地域医療の充実を図るため、急性期病院である西美濃厚生

病院が実施する救急指定病院運営事業に対し、国の財政措置に基づ

く助成を引き続き行ってまいります。 

国民健康保険については、国民皆保険制度の根幹としての重要性

に鑑み、今後も被保険者の年齢構成の高齢化により医療費の上昇が

予想されるところですが、持続可能な保険財政の運営を図るため、
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特定健診の受診や医療機関へのかかり方、生活習慣の見直しなど、

疾病の早期発見・早期治療についての啓発に努めてまいります。 

次に、地域福祉についてであります。 

 生活困窮者を対象とした就労等自立に関する相談を県やハローワ

ークなどの関係機関と連携して引き続き行います。また、地震や風

水害などの災害時に支援が必要な方に対し、避難行動要支援者の登

録を積極的に勧奨し、登録者名簿を整備してまいります。 

 次に、高齢者福祉についてであります。 

 「第６期町介護保険事業計画」に基づき、平成 27 年度に小規模特

別養護老人ホーム及び認知症グループホームの整備事業者を公募

し、それぞれ選定を行いました。各事業所とも平成 29 年３月の開所

を目指し、国の補助金を活用して施設整備が進められます。また、

平成 29 年度の「新しい総合事業」の開始に向け、介護予防につなが

る有効な制度設計を進めてまいります。 

 高齢者の見守りについては、町内複数の事業所と高齢者の見守り

活動に関する協定を締結し、安心・安全な生活を支援してまいりま

す。 

 後期高齢者医療については、生活習慣病の早期発見・早期治療を

目的とする「ぎふ・すこやか健診」に加え、生活習慣病と歯周病と

の関連が深いことから、口腔機能低下や肺炎などの疾病予防を目的

とした、「ぎふ・さわやか口腔健診」を引き続き実施いたします。 

 地域包括支援センターについては、生きがいを持ち、豊かな人生

を送るため介護を必要とせず、地域で豊かに自立した生活ができる

よう地域包括ケアの実現に向けた新たな取組を始めます。これまで

の介護予防事業を全面的に見直し、運動・口腔・栄養カリキュラム

を統合した「まるごと介護予防教室」、認知症・閉じこもりなどの

予防を目的とした「認知症・閉じこもり予防教室」、健康体操とロ

コモを組み合わせた「運動、認知機能向上教室」を実施してまいり

ます。 

 次に、障がい者福祉についてであります。 
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「障がい者プラン」に基づき、自立支援サービスの充実を図ると

ともに、次期プランの策定に向けたアンケート調査などの準備に取

り組んでまいります。また、重度心身障害児者サービス円滑利用事

業を実施し、重度障がい児（者）の安全・安心の場と保護者の負担

軽減を図り、日中一時支援事業が利用しやすくなるようにしてまい

ります。

 このほか、国は、平成 27 年度に続き、新年度においても臨時福祉

給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金を給付するとしている

ことから、所要額を計上いたしました。 

次に、環境対策についてであります。 

 健康に有害な放射性物質や微小粒子状物質の測定・監視を県と協

力し継続するとともに、警察署と連携して野焼きに対する監視を強

化するなど、大気汚染防止に取り組んでまいります。 

 また、地球温暖化防止対策として、二酸化炭素の発生を抑制する

ため、家庭や事業所における省エネ化を推進してまいります。ごみ

の減量化については、平成 19 年度に策定いたしました「ごみ処理基

本計画」が最終年度を迎えることから、ごみ減量化推進協議会にお

いて見直しを行い、一般廃棄物の適正な処理の方針及び施策に反映

してまいります。そして、資源ごみの回収についても、分別を徹底

し、再利用・再資源化の向上と環境負荷軽減に取り組んでまいりま

す。 

 一方、鳥獣害対策については、農作物被害や生活環境などへの影

響を軽減させるため、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して、猟

友会による鳥獣駆除実施や防護柵の設置を増やすなど、更なる有害

鳥獣駆除に取り組んでまいります。 

 また、森林の整備については、災害に強い森林づくりや森林の適

正な保全を図るため、治山事業の実施について引き続き県に要望す

るとともに、「町森林整備計画」に基づき、清流の国ぎふ森林・環

境税を活用して間伐などの森林整備を進めてまいります。 

斎苑（清華苑）については、利用者の利便性の向上を図るため、
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第２駐車場のアスファルト舗装工事及びＡＥＤの設置を行ってまい

ります。 

  次に、交通安全対策についてであります。 

高齢者の交通事故を防止するため、引き続き体験型の高齢者交通

安全大学校を実施するほか、子どもを対象にした交通教室や出前講

座を開催するなど、町民の交通安全に対する意識の高揚を図ります。

また、カーブミラーや視線誘導標などの交通安全施設の整備を積極

的に進め、ソフトとハードの両面を充実させるとともに、警察署な

どと連携し、交通事故のない安全で安心なまちづくりを進めてまい

ります。 

 次に、消費者行政についてであります。 

消費者が安心・安全に暮らせる地域社会づくりを目指し、消費ト

ラブルの未然防止のため、引き続き啓発活動に取り組むとともに、

専門相談員を配置するなど、消費生活相談窓口体制を強化してまい

ります。 

 次に、防災対策についてであります。 

治水対策については、牧田川の大巻地区、大野地区において堤防

補強工事が予定されており、烏江・栗笠地内においても金草川樋門

改修工事に向けた用地買収が引き続き予定されております。 

 また、平成 27 年９月に発生した関東・東北豪雨では、利根川水系

の多くの河川が氾濫し、その周辺に甚大な被害をもたらしました。

本町でも洪水などの災害に備えて、緊急用資材の備蓄やヘリポート

などの機能を有した災害復旧活動のための河川防災拠点の整備が大

巻地内で進められているところですが、現在、地盤改良工事が終わ

り、土盛り工事の着手が予定されております。洪水などの災害から

生命と財産を守り、安全で安心な生活環境を確保するため、河川整

備の推進などを引き続き国や県へ強く要望してまいります。また、

大雨による災害が発生する恐れがある時又は発生した時に、迅速な

対応ができるように水防訓練を実施してまいります。 

 土砂災害対策については、災害に対する警戒避難体制の強化と防
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災意識の向上を目的として、土砂災害を想定した防災訓練を実施し

てまいります。 

また、災害時における町民への重要な情報伝達手段の充実を図る

ため、防災無線の内容を電話で確認することができる「音声自動応

答装置」の導入を図ります。なお、県においては、災害時の通信手

段として運用されている「県防災情報通信システム」の老朽化によ

り、更新整備が進められております。

 災害時における支援協力については、平成 27 年度、災害時に無料

で外部と連絡がとれる発信専用の「災害時優先電話回線」の設置な

どについて関係企業と覚書を締結いたしましたが、今後も更なる協

力体制の構築を図り、災害に備えてまいります。 

 また、自助・共助を基本とした災害活動を実践できるよう、引き

続き自主防災組織への資機材整備に対する補助や、地域における防

災力向上に資する人材の養成を推進するための防災士資格取得費用

の補助について継続してまいります。 

消防・救急については、災害や事故の態様は複雑多様化しており

「地域は自分たちで守る。」という自主防災の基本理念に基づき、

町民の自助・共助意識の高揚に努めるとともに、消防団や女性防火

クラブなどとの連携を密にして、地域一丸となった防災体制の確立

を図ってまいります。また、地域防災の要である消防団の団員確保

は依然難しい状態が続いておりますが、今後も町民の理解を得なが

ら、その定数維持に努めてまいります。 

消防団の機能向上のため、消防ポンプ自動車１台を更新するほか、

平成 25 年 12 月に施行された「消防団を中核とした地域防災力の充

実強化に関する法律」に基づき、ヘッドライトを整備してまいりま

す。また、消防団員の団結力と士気の高揚を図るため実施しており

ます「トビはしご登り」の訓練を引き続き実施してまいります。 

 消防本部については、平成 25 年度から３カ年にわたり進めてきま

した指令棟庁舎、高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無

線の整備が完了いたしましたので、本格運用を行ってまいります。
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消防庁舎の耐震については、消防庁舎耐震補強計画に基づき、基本

設計に着手し順次進めてまいります。また、救急体制の充実強化を

図るため、消防施設整備計画に基づき、高規格救急自動車１台を更

新いたします。 

 さらに、高齢化の進展や生活習慣病などによる疾病構造の変化な

どの影響により、年々増加する救急需要や救急業務の高度化に対応

するため、救急救命士及び隊員の再教育研修を実施し、最新の知識

や技術を習得させることにより救急救助体制の充実強化を図ってま

いります。また、「救命率の向上」や「町民による救護体制の確立」

を目指し、学校や区、事業所、各種団体などに普通救命講習の受講

を呼びかけるなど、地域で支え合う救急体制の確立に取り組んでま

いります。 

４. 地域経営の推進 

 まず、養老改元 1300 年プロジェクトについてであります。 

 「新生養老まちづくり構想」による「養老の郷づくり」について

は、三つのエリアに分け施策を講じているところです。 

養老山麓から温泉施設のある田園エリアについては、健康増進や

移住・定住の促進に向けて、農地や温泉などの地域資源を活用した

整備を行い、農業・福祉・予防医療の拠点を形成していくこととし

ており、平成 26 年度に国土交通省中部地方整備局より重点「道の

駅」候補に選定されたことから、本町らしい魅力あるものを整備す

るため、整備推進委員会を設置し、整備基本計画を策定しながら、

住民・事業者・行政などの協働で進めてまいりたいと存じます。 

 養老改元 1300 年祭については、来年の本祭開催に向けて、「親

孝行のふるさとフェスタ」や「養老の宝物体験型博覧会」などのプ

レイベントを充実させてまいります。また、本祭では、「地域の日」

を設定し、地域から 1300 年祭を盛り上げていただくことを予定し

ております。 

次に住民参画と地域協働についてであります。 
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先ほども申し上げましたが、平成 27 年４月には、町内で初となる

上多度地域自治町民会議が設立され、地域まちづくり計画の策定も

進められているところです。新年度には、笠郷地区においても設立

が予定されており、引き続き「協働の理念」の浸透を図り、町内全

域で自治町民会議が設立されるよう、各地域における主体的な取組

を支援してまいります。 

 次に、行財政改革の推進についてであります。

 「町行政経営改革プラン」については、「町第五次総合計画」を

受ける形で策定しており、平成 27 年度に５年間の計画期間が終了い

たします。総合計画の見直しを踏まえ、これまでの取組の検証と今

後の行政経営改革の方向性の整理を行い、新たなプランを策定し、

更なる住民サービスの向上と、効率的・効果的な行政経営の両立を

目指してまいります。 

 また、公共施設の長寿命化を図り、適正な管理をするため、平成

27 年度より「公共施設等総合管理計画」の策定作業を進めておりま

すが、既存の公共施設の機能や役割、利用実態、維持管理コストな

どを多角的に検証し、必要性や効果の低下しているものや有効活用

が図られていないものなどについては、廃止を含めた検討をしてま

いります。 

広報・広聴活動については、町民記者の協力を得て、町民目線で

見やすい広報紙作りに努めるほか、フェイスブックなどのＳＮＳを

活用しながら、タイムリーに情報を広く発信してまいります。 

 戸籍及び住民基本台帳事務については、登録・公証するための重

要事務であり、法令遵守と個人情報保護に留意しながら正確かつ迅

速な事務に努めてまいります。 

また、本年１月から社会保障・税番号制度の運用が始まり、様々

な行政手続きの際にマイナンバーを取り扱うこととなりますが、町

民の皆様が安心してこの制度をご利用いただけるよう、セキュリテ

ィ対策を徹底するなど安全性を高めるとともに本制度の周知を図っ

てまいります。 
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 最後に、自主財源の確保についてであります。 

 税収については、国による経済対策により消費税増税の反動が和

らいでいることから経済は持ち直し傾向にありますが、本町におい

てはその影響力は弱く、総額として前年度と比べ微増となるものと

見込んでおります。 

 歳入の根幹を成す町税につきましては、住民サービスを安定的か

つ継続的に行うために必要不可欠な財源であります。この確保には、

適正課税及び自主納付の推進を基本に取り組むとともに、コンビニ

収納による納税者の利便性を図りながら、徴収嘱託員による徴収体

制の強化により収納率の向上に努めてまいります。また、公平・公

正な税負担の観点から、滞納者に対し厳しい姿勢で取り組み、引き

続き恒常的な滞納者に対しては財産調査を行い、滞納処分を実施す

るとともに、県への税務事務職員の派遣などにより職員のスキルア

ップを図ります。 

 各種料金の滞納についても、税の滞納者と重複している事例が多

いことから、滞納管理の一元化を進め、徴収推進室を中心として全

庁的に滞納額の縮減を図り、自主財源を確保してまいります。 

ふるさと納税については、平成 27 年度に導入いたしましたインタ

ーネットによるクレジット決済により、利用者が格段に増加したこ

とから、引き続き寄附をしやすい環境を整えるとともに、今後も寄

附者に対しお礼としてお贈りする特典を提供いただける協力企業を

積極的に募集して、魅力ある寄附金制度の拡充に努めてまいります。 

以上、町政経営の所信の一端と主要施策について申し述べてまい

りました。 

議員各位及び町民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上

げます。 


