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（はじめに） 
本日ここに、平成 31 年第１回養老町議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員各位におかれましては、年度末を控え何かとご多用に

もかかわらず、ご参集いただき誠にありがとうございます。 

本年最初の定例会にあたり、平成 31 年度予算並びに関連諸議案の

ご審議をお願いするに際しまして、町政運営に臨む所信の一端と主要

施策の大要を申し上げたいと存じます。 

私は、町政３期目を迎え３か月が経過しようとしています。本年５

月には、新元号への改元を控えておりますが、元号を町名に持つ本町

は、いつまでも「住み続けられるまち」として、今後も発展・飛躍し

ていかなければなりません。 

また、人口減少・少子高齢化が進行するなか、町民の生命・財産さ

らには生活を守るため、これまでの既成概念にとらわれることなく、

「変化への挑戦」を続けていき、それが好機になると考えております。  

“challenge to change” is chance !! 

 

（町政の運営方針） 

 さて、本町を取り巻く環境は、人口減少・少子高齢化など厳しい局

面に立たされており、養老町人口ビジョン「絆を大切にするまち養老」

創生総合戦略における人口推計では、2040 年の人口の将来目標を

23,000 人に設定しています。 

 今後は、新たなまちづくりビジョンの策定と併せて、この人口推計

の修正も行ってまいりたいと考えております。 

 これまでも、人口減少対策として移住定住施策を展開してまいりま

したが、子育て世帯への補助に限らずＵ・Ｉ・Ｊターンや三世代同居、

さらに２ｋｍ以内への近居にも着目し、経済的に支援することで、幅
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広い世代の「絆」を大切にしてまいります。また、「空き家対策」「子

育て支援」についても事業を創設・拡充いたします。 

 私が町長に就任して以来、一貫して「協働のまちづくり」の重要性

を説明してきました。地域自治町民会議が設立された３地区では、地

域の課題を解決するための取組や地域防災力向上に向けた取組にも着

手され、地域の特色を活かした独自の事業も動き始めています。これ

からも地域活性化に繋がる事業に対しては、強力に支援してまいりま

す。 

 町内各地域の活動は、本町のまちづくりに大きく寄与します。今後

も、未設置の地区へ積極的に働きかけてまいりますので、より一層ご

理解とご協力をお願いいたします。 

 さらに重要なのは、「企業誘致の推進」であります。 

 本年度においては、ネクスト 100 プロジェクト事業を新たに起ち上

げ、本町の基幹産業である「食肉」をＰＲするとともに、本町の伝統

・文化を振り返り、地域活性化にも繋がる事業をブラッシュアップし

てまるごと肉まつりや養老フェスタを開催いたしました。そして確実

に、観光誘客数も 110 万人を超えております。このような中で、一昨

年に東海環状自動車道・養老ＩＣ、昨年には養老ＳＡスマートＩＣが

開通したことから、本町へのアクセスは格段に向上しており、この立

地ポテンシャルを活かしながら、町内への新たな企業進出を積極的に

後押ししてまいりたいと考えております。 

 

（平成 31 年度予算編成） 

本町の財政状況につきましては、平成 29 年度の経常収支比率は 88.7

％と依然として高い水準にあり、健全化判断比率においても実質公債

費比率は若干改善したものの、将来負担比率については 8.6 ポイント

悪化しました。地方債の現在高が平成 19 年度以降、年々増加し続け
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ているなど、引き続き厳しい状況が続いております。 

新年度の予算規模については、一般会計が前年度比 23.2％増の 129

億 800 万円と過去最高となったほか、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、前年度比 1.0％増の 80 億 3,940 万円で、

総額は前年度比 13.6％ 増の 209 億 4,740 万円となりました。 

一般会計予算の歳入面では、町税については、固定資産税は新築家

屋の評価等の増により、軽自動車税は環境性能割の導入により増収を

見込みましたが、町民税は人口減少等により、たばこ税は健康志向の

高まりで税率引上げにも関わらず減収見込みとなり、前年度から微減

の 33 億 7,055 万円を計上しました。 

地方交付税については、平成 31 年度地方財政計画では交付税総額

前年度比 1.1％増とされておりますが、平成 30 年度の実績対比 0.9％

減で計上し、総額では前年度比 2.7％増の 21 億 7,300 万円を見積もり

ました。また、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３億 7,980 万円を見込み、養北こども園新園舎建設工

事の児童福祉施設整備事業債及び学校教育施設等整備事業債に、それ

ぞれ２億 4,070 万円と 8,340 万円、防災行政無線デジタル化整備工事

の緊急防災・減災事業債 9,190 万円、道路整備事業としての地方道路

等整備事業債に１億 2,890 万円など、総額で９億 5,980 万円を計上し

ました。 

 

（主要施策） 

 それでは、予算の大要について、「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。 

養老町教育大綱に基づき、人権教育や命を守る教育を一層充実させ
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るとともに、学校・家庭・地域社会が協働して取り組みながら、「ひ

とりひとりが輝くまち養老」をめざし、「ふるさと養老」への誇りや

愛着を醸成することにより、「養老町で子どもを育てて良かった」「養

老町の園・学校で学ばせて良かった」と、誰もが実感できる教育を進

めてまいります。 

また、学校と地域が一体となり子どもの成長を支えるコミュニティ

・スクールの趣旨を一層広めるとともに、土曜授業等では「ふるさと

養老テキスト」を活用した教育やキャリア教育を推進することにより、

本町の「歴史・文化に対する理解」や「生きる力」を養うなど、創意

工夫ある教育の推進に努めてまいります。 

子どもの貧困対策の一環として取り組んでいる、「地域による学習

支援」（スマイルゲンちゃん学習会）については、生活保護世帯や一

人親家庭に加え、授業への参加が難しい児童・生徒も新たに対象とす

ることで、さらに多くの子どもたちが、家庭の事情等にかかわらず、

未来に希望を持ち学習に取り組めるよう支援していきます。 

また、困難を抱える家庭の子どもに食事を提供している「こども食

堂」についても実施回数を増やし、多くの子どもたちが安心して過ご

せる環境づくりを進めてまいります。 

学校施設や学習環境については、良好な環境を確保することによ

り、子どもたちが集中して学習に取り組めるよう、本年度の国の補正

予算を活用し、笠郷小学校を除く小学校６校の空調設備を整備します。 

さらには、ＩＣＴ教育を推進するため、未整備であった小学校５校

にタブレット端末を整備するとともに、プログラミング学習用キット

も整備してまいります。 

次に、青少年育成についてであります。 

 全国から応募していただいております「家族の絆・愛の詩」募集事

業につきましては、第 20 回を迎える記念すべき年であり、誇りと愛着
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が持てる絆を大切にするまちをめざし、「親孝行のふるさと養老」を

さらに全国へ発信してまいります。 

 次に、生涯学習についてであります。 

町民憲章の実践と生涯学習の推進母体である「親孝行と生涯学習を

進めるまち養老」町民会議の各種事業を一層推進するとともに、これ

からも、町民会館・中央公民館・地区公民館を中心に、町民の自主的

・自発的な学習活動の機会を提供し、生涯学習の充実を図ってまいり

ます。 

次に生涯スポーツについてであります。 

「１町民１スポーツ」を推進し、町民の声を反映したスポーツ環境

の整備を進めるため、養老町スポーツ推進計画を改訂いたします。 

また、子どもからお年寄りまで気軽に取り組むことができるバルシ

ューレやノルディックウォーキングを普及するとともに、絆ウォーキ

ングやバルシューレチャンピオンシップ等を実施し、スポーツをとお

した町の魅力発信に努めてまいります。 

次に人権についてであります。 

社会情勢の変化とともに複雑・多様化する人権問題に対応するた

め、町民意識調査等を実施し、養老町人権教育・啓発に関する基本計

画の改訂に着手いたします。 

 

２. 活力のあるまち【基盤】 

 まず、公共交通についてであります。 

養老鉄道養老線については、今後も沿線７市町で協力して支援を行

うとともに、養老線交通圏地域公共交通網形成計画に基づき、利用促

進に取り組んでまいります。 

また、養老町地域公共交通網形成計画の策定により、現状の公共交

通の再検証を実施し、本町独自の公共交通網を構築することで、住み
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良いまちづくりをめざします。 

次に、道路網についてであります。 

東海環状自動車道については、引き続き養老ＩＣ以南の県境間の早

期開通について強く要望してまいります。 

また、県道については、養老ＳＡスマートＩＣと連絡する（仮称）

橋爪大橋の早期完成を強く要望するとともに、幹線道路整備を引き続

き要望してまいります。 

さらに、町道については、町民生活を支える社会基盤として、適切

な整備と維持管理を行い、安全で快適な通行空間の確保を図ります。 

次に、情報基盤についてであります。 

防災行政無線については、現在アナログ方式で運用しております

が、本年度にデジタル化に向けた実施設計を行いましたので、新年度

より２か年計画で工事を実施するとともに、屋外拡声子局の増設等に

よる音声の明瞭化や防災アプリ等の導入による情報伝達手段の充実も

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。 

2020 年に予定されている都市計画区域マスタープランの改定に向

けて、持続的に発展していくための魅力的なまちづくりが行えるよう、

集約型の都市構造を目指した養老町都市計画マスタープランを策定い

たします。また、旧田園エリアの推進を民間主導で行えるかどうか協

議してまいります。 

次に、住環境についてであります。 

適切な管理が行われず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼし

ている空き家等の対策については、解決に向けて、特定空き家などの

認定を行い、法的措置を含めた対応を実施し、安心・安全なまちづく

りに努めてまいります。 

また、特定空き家等にしないために、所有者等への適切な管理を啓
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発するとともに、「空家・空き地バンク」や「移住定住促進事業」、

新たに創設する「空き家利活用促進事業」の活用を促し、人口減少対

策や定住人口の確保に努めます。 

改良住宅については、適切な管理の向上に向けて、法的措置を含む

毅然とした対応を引き続き行っていくとともに、住宅譲渡に向けた環

境整備として、住宅宅地の測量・分筆も実施してまいります。 

次に、上下水道についてであります。 

上水道事業は、西部簡易水道区域の上水道統合について、関係住民

により同意されましたので、来年度より事業を計画的に実施してまい

ります。 

また、下水道事業は、集合処理から個別処理への方針転換に伴い、

合併処理浄化槽のさらなる普及促進のため、住宅に設置する場合に交

付する補助制度を拡充いたします。 

次に、農林業についてであります。 

民間事業者が計画している野菜処理加工施設や高度環境制御栽培

施設の整備に対し、国の産地パワーアップ事業補助金を活用して支援

を行うとともに、町内における加工業務用野菜や施設野菜の栽培振興

を図り、産地の高収益化に向けた取組を促進します。 

土地改良事業については、土地改良区の合理化に向けた協議を加速

させるとともに、農業基盤に係る総合整備構想の策定に取り組んでま

いります。 

森林の整備については、観光景観林総合整備計画に基づき、養老公

園周辺のエリアにおいて桜やカエデなどの植栽を地域との協働により

進め、養老公園の魅力向上や交流人口の増加につなげます。 

 食肉事業センターについては、ＨＡＣＣＰ
ハ サ ッ プ

に基づく衛生管理への対

応を行うとともに、新施設の建設促進に向けて関係機関との協議を進

めてまいります。 
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次に、商工業についてであります。 

19 品目ある特産ブランド認証品をはじめとする本町の特産品を物

産展等の活用により全国にＰＲするとともに、新たな特産品開発の支

援を行うことにより、町内事業者の育成、産業の活性化に取り組んで

まいります。 

企業誘致については、地域未来投資促進法による支援や地方創生推

進交付金を活用し、新たに町内へ進出する企業や町内企業の事業拡充

をサポートすることにより、雇用・就労機会の創出を併せて図ってい

きます。また、労働人口の減少により、高齢者の活用や雇用にも力を

入れてまいります。 

次に、観光についてであります。 

観光交流人口を、より拡大するため、養老ＳＡにおいて特産ブラン

ド認証品の販売を中心とした観光物産展を実施します。 

また、2020 年には養老公園が開園 140 周年を迎えることから、県は

もとより、関係機関と連携して誘客事業を実施し、記念すべき年に向

けた機運の醸成を図ってまいります。 

 

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。 

子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相

談できる場を増やすため、すでに常設している地域子育て支援センタ

ーを拡充し、中央公民館において「出張ひろば」として実施すること

で、地域の子育て支援サービスの充実を図ります。 

また、地域や社会が寄り添い、より良い親子関係を形成するととも

に、子どもの健やかな育ちを実現するため、第２期養老町子ども・子

育て支援事業計画をニーズ調査に基づき策定いたします。 

養北こども園の新園舎については、2020 年の開園を目指し、建設工
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事を継続して行い、子育て支援環境の整備を進めてまいります。 

次に、健康づくりについてであります。 

「がん」の早期発見・治療に結びつける「ワンコイン検診」を継

続するとともに、2020 年のマイナポータルによる母子保健情報の利

活用に向けたシステム改修や子育て支援アプリを新たに導入いた

します。 

国民健康保険事業については、日本人の死亡原因の約６割を占める

生活習慣病の予防のため、メタボリックシンドロームに着目した特定

健診を行っておりますが、重症化による療養費の増加を抑制するため、

特定健診の受診率向上や未受診者診療情報提供事業をより一層推進

し、今後も財政運営の安定化を目指してまいります。 

次に、高齢者福祉についてであります。 

2020 年に岐阜県において全国健康福祉祭（ねんりんピック）が開催

され、本町では「ペタンク競技」を担当いたします。新年度に「ねん

りんピック岐阜 2020 養老町実行委員会（仮称）」の設置とリハーサル

大会を実施し、本大会に向けて準備を進めてまいります。 

また、第７期養老町介護保険事業計画に基づく施策に関し、引き続

き小規模多機能型居宅介護施設を１施設整備できるよう事業者の募集

を行ってまいります。 

さらに、これまでの認知症予防教室に加え、住民主体で認知症予防

に取り組む新たなリーダーを養成するための「脳活リーダー研修」を

スタートさせます。 

次に、障がい者福祉についてであります。 

 障がい者を対象とした地域における相談支援体制を強化するため、

本町と垂井町、関ケ原町の３町圏域で「基幹相談支援センター」の共

同設置を進め、圏域のネットワーク化と総合的・専門的な窓口の運営

を図ってまいります。 
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 次に、消費生活についてであります。 

 消費者トラブルを未然に防ぐための啓発活動、並びに県及び西濃５

町と連携した消費生活相談窓口の開設を継続し、消費生活の安定と向

上を図ってまいります。 

次に、防災についてであります。 

民間ブロック塀等の撤去等に係る支援制度が国の住宅・建築物安全

ストック形成事業において新たに創設されましたので、当事業を活用

し建築物等耐震化促進事業のひとつとして補助を行ってまいります。 

治水対策事業については、国の直轄管理の牧田川において、金草川

合流部の樋門改修や河道掘削を継続して要望してまいります。 

県管理河川においても、津屋川改修工事や河道内の樹木伐採などを

引き続き要望してまいります。 

南直江地区の床下浸水対策としましては、国の社会資本整備総合交

付金を活用し、雨水公共下水道事業で一日も早い排水ポンプ施設設置

に努めてまいります。 

消防本部については、様々な災害に対応するため消防訓練施設の充

実を図り、各種災害に対応してまいります。 

消防団につきましては、一部活動内容を見直すなど、引き続き審議

会で協議してまいります。また、災害現場で活動する団員用の身体保

護装備品を整備し、迅速で安全な消防活動ができるよう取り組んでま

いります。 

 

４. 地域経営の推進 

 最後に、自治体経営についてであります。 

 既存の公共施設等の維持管理については、長期的な視点から施設等

の計画的・効率的な更新・統廃合・長寿命化を図り、適正な施設等の

配置及び財政負担の軽減・平準化により、人口減少社会に対応できる
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よう取り組んでまいります。 

 また、納税の利便性の向上を図るため、これまで口座振替やコンビ

ニ納付の導入など納付環境の整備を進めてまいりましたが、本年５月

からは、全ての町税について、納期限内であればインターネットを利

用したクレジットカードによる納付が可能となります。 

今後も、税の公平性を確保するために、適正な課税はもとより、町

税の納期内自主納付の促進や滞納処分の実施により、自主財源の確保

と収納率の向上に努めるとともに、臨戸徴収を含め滞納整理をより一

層強化してまいります。 

 ふるさと納税につきましては、本町の産業・観光の魅力を発信する

重要なツールとして更なる内容の充実を図り、全国の方から応援して

いただける魅力ある寄付金制度としてまいります。 

 

以上、町政運営の所信の一端と主要施策について申し述べてまいり

ましたが、これら諸施策の実現にあたりましては、意思決定機関であ

る議会や町民の皆様のご意見を伺いながら、職員と一丸となって努力

してまいります。 

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。 

 

 


