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（はじめに） 

本日ここに、平成 30 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 30 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。 

昨年は、「養老改元 1300 年祭・本祭」を開催し、県内外からの交

流人口の拡大や地域活性化に大きな成果を得たほか、地域住民や各種

団体、事業者との協働により、本町にはこれまで以上に強い「絆」が

生まれました。 

また、新年度は「第五次総合計画」に変わる新たな「まちづくりビ

ジョン」の策定に着手してまいりたいと存じます。「養老改元 1300

年 祭 」 に よ り 得 ら れ た 成 果 を さ ら に 発 展 さ せ る べ く

「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ
チ ャ レ ン ジ

」をテーマに次の 100 年先、未来に向けて踏み

出してまいります。 

  

（町政の運営方針） 

 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、平成 52 年の人口の将来目標を

23,000 人に設定しています。 

 このような人口減少社会においては、広域における様々な対流が地

域の活性化・活発化に繋がります。昨年開通した東海環状自動車道の

養老インターチェンジや本年６月に開通予定となっております名神高

速道路の養老ＳＡ
エスエー

スマートインターチェンジ、本年１月から事業形態

が変更された養老鉄道養老線などは、ヒト・モノの対流を産み出す基



 

- 2 - 
 

盤として有効活用できるよう努めてまいります。 

 「第五次総合計画・後期基本計画」では重点プログラムとして、２

つの柱を掲げております。 

 １つ目の柱であります「養老改元 1300 年祭・本祭」事業に関しまし

ては、評価・検証を取りまとめているところであり、後日、改めて議

員各位にご報告いたしますが、新年度においては、「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し、県内外からの集客効果が高い「まるごと肉まつり養老」及

び本町の伝統・文化を振り返り、地域活性化にも繋がる「養老改元フ

ェスタ」の両事業をブラッシュアップし、開催します。 

 ２つ目の柱である協働のまちづくりを進めるうえで、中核を成す組

織が「地域自治町民会議」であります。今年度は、町内で３例目とな

る広幡地域自治町民会議が設立されました。冒頭に申し上げた地域住

民や各種団体の「絆」をさらに強固なものとし、よりよい地域づくり

を促進するため、未設置の地区へも積極的に働きかけてまいります。 

 

（平成 30 年度予算編成） 

 本町の財政状況につきましては、平成 28 年度の経常収支比率は 88.0

％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

費比率が若干改善したものの、将来負担比率については 5.8 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、年々増加し続けて

いるなど、引き続き厳しい状況が続いており、堅実型の予算編成とな

りました。 

 新年度の予算規模については、一般会計が前年度比 4.7％減の 104

億 7,600 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、前年度比 9.4％減の 79 億 6,300 万円で、総額は前年度比 6.8％減

の 184 億 3,900 万円となりました。 
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 一般会計予算の歳入面では、人口減少と固定資産税の評価替えの影

響により、町税は、前年度比 2.1％減の 33 億 7,127 万 3,000 円を計上

しました。地方交付税については、平成 30 年度地方財政計画では交付

税総額前年度比２％減とされておりますが、平成 29 年度の実績対比４

％減で計上し、総額では前年度比 0.5％増の 21 億 1,560 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４億 4,890 万円を見込み、道路整備事業としての地方道路等

整備事業債に１億 6,470 万円、上多度公民館新築工事の社会教育施設

整備事業債に１億 5,130 万円、耐震補強工事等の消防施設整備事業債

に 7,310 万円など、総額で９億 3,690 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、学校・家庭・地域が協働して取り組

み、養老町で子どもを育てて良かったと、誰もが実感できる教育を進

めてまいります。 

町全体で児童生徒の健全育成を図り、いじめのない社会を実現する

ため策定した「養老町いじめ防止基本方針」に基づき、学校、教育委

員会、警察などの関係機関の連携強化を図るため「養老町いじめ問題

対策連絡協議会」等を設置し、いじめの防止等に関する取り組みを強

化してまいります。 

 新年度より、全ての公立保育園・幼稚園が幼保連携型認定こども園
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へと移行しますが、小学校教育への円滑な接続が図られるよう、私立

保育園・認定こども園・小学校との連携を一層強化してまいります。 

学校施設については、子どもたちが集中して学習に取り組めるよ

う、今年度の国の補正予算を活用し高田中学校、東部中学校の２校、

また新年度において笠郷小学校の空調設備を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。 

 全国より多数の応募があります「家族の絆・愛の詩」募集事業につ

いては、親子教室を開催することにより、近年増加傾向にある町内か

らの応募をさらに増やします。そして、「親孝行作文」とともに親孝

行の心について考える機会の増加に努めてまいります。 

 次に、生涯学習についてであります。 

上多度地区から建設要望のありました上多度公民館を公民館・自治

会館・地域自治町民会議・防災の機能を集約した地域コミュニティの

拠点施設として整備し、地域の活性化・協働のまちづくりを促進いた

します。 

次に、男女共同参画の推進についてであります。 

 これまで毎年開催しておりました「男女共同参画社会推進大会」か

ら、テーマに合わせて積極的に参加してもらえるような「セミナー方

式」に切り替え、複数回実施します。参加者もさまざまな分野で活躍

している各種団体に絞り、性別に関係なく誰もが輝けるまちを目指し

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、パーク

アンドライド用駐車場整備等の利用促進施策に取り組んでまいりま
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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

良いまちづくりを目指します。 

次に、道路網についてであります。 

本年６月に開通を予定しております名神高速道路の養老Ｓ Ａ
エス エー

スマ

ートインターチェンジにつきましては、開通にあわせ、開通式典等の

開催も予定しております。 

また、昨年養老インターチェンジが開通した東海環状自動車道につ

いては、引き続き養老インターチェンジ以南の県境間の早期開通につ

いて強く要望するとともに、道の駅整備についても推進してまいりま

す。 

県道については、養老Ｓ Ａ
エス エー

スマートインターチェンジと連絡する

（仮称）橋爪大橋をはじめとした幹線道路整備を、引き続き要望して

まいります。 

また、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。 

平成 32 年度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、コンパクトで便利な市街地の形成を目指した養老町都市計

画マスタープランの見直しを行い、活力があるまちづくりを進めてま

いります。 

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していくとともに、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。 
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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関する事業を新年

度から開始してまいります。 

また、下水道から合併処理浄化槽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、補助金の拡充などを検討してまいり

ます。 

次に、農林業についてであります。 

意欲ある農業者の６次産業化の取組みの支援に着手するとともに、

次代を担う農業者に対し就農直後の経営の安定化を図るための支援を

継続してまいります。 

多面的機能支払交付金事業については、新たな取組組織への活動支

援をはじめ、水路や農道などの基礎的な保全活動の促進を図ります。 

土地改良事業については、土地改良区の合併に向けた取り組みや合

理化を本格化させるとともに、土地改良区の合理化協議を進めます。 

 森林については、森林配置計画に基づいた整備を進めるほか、環境

保全事業として利用間伐や作業道の開設を支援してまいります。 

 食肉事業センターについては、新施設の建設促進に向けて関係機関

との協議を進め、事業主体の決定を見据えて候補地の取得に対応でき

るよう取り組んでまいります。 

次に、商工業についてであります。 

現在 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

を全国に向けＰＲしていくことで、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。 

また、企業立地の促進については、養老インターチェンジ開通によ

る首都圏、大都市圏へのアクセスの向上など、本町の利点をＰＲして

いくとともに、先般拡充した工場等設置奨励金や地域未来投資促進法

基本計画を最大限活用してまいります。 
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次に、観光についてであります。 

本町の美しい景観や自然、歴史や文化、グルメなどの観光資源を総

合的に紹介する新しい観光パンフレットを作成し、来訪者の周遊の利

便性を高めることで滞留時間を増やし、観光消費の促進を図ります。 

また、今年度より育成を開始した観光ボランティアガイドを活用し、

満足度の高い観光を提供することで、リピーターの確保を図ってまい

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。 

養北認定こども園（仮称）建設事業については、平成 32 年度の開

園を目指し、設計・建設を行い、子育て支援環境の整備を進めてまい

ります。 

また、私立保育所等が、加配保育士や保育補助者を雇用した場合

に補助を行い、保育環境の充実を図ります。 

次に、健康づくりについてであります。 

重点課題である「がん」対策に引き続き取り組むほか、「健康でい

きいきとくらせる明るいまち」を目指す「第３次健康ようろう 21」及

び新たに義務づけられた「自殺対策行動計画」を策定いたします。 

国民健康保険事業については、制度改正により新年度から岐阜県が

財政運営の主体となりますが、引き続き厳しい財政運営が予想される

ことから、国民健康保険税の納期を８期から 10 期に拡張し、加入者の

負担軽減を図ってまいります。 

また、本事業の県下統一に向け、賦課方式の変更を検討するととも

に、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。 

 「第７期介護保険事業計画」が新年度からスタートいたします。第
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７期の保険料は、65 歳以上の被保険者の増加もあり、基準額は 12.9

％増の 5,950 円となりました。施設整備については、計画期間中に小

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。 

また、新たに医療介護専門職の相談に応じる「在宅医療・介護連携

支援コーディネーター」や認知症への早期対応を図るための「認知症

初期集中支援チーム」を設置するとともに、認知症予防に特化した教

室を立ち上げてまいります。 

 次に、障がい者福祉についてであります。 

新年度より始まります「第２期養老町障がい者プラン」に基づき、町

民誰もがともに生活できる共生社会の実現のため、障がい者への支援

体制を総合的・計画的に推進してまいります。また、「養老町ことば

の教室」を「そよかぜ高田教室」に名称を改め、新規に「そよかぜ飯

田教室」を開所するなど、未就学児の児童発達支援についても充実を

図ってまいります。 

 次に、空き家対策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、特定空家等にしないために所有者等への適切な管理の促進の

啓発を進めるとともに、「空屋・空き地バンク」や「子育て世帯住宅

取得支援事業」を通じて人口減少対策や移住・定住人口の確保に努

め、地域の活性化を図ります。 

 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よう取
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り組んでまいります。 

次に、消費者行政についてであります。 

消費者トラブルの被害の未然防止・拡大防止に向け、啓発活動に取

り組むとともに、西南濃６町で連携して専門相談員による消費生活相

談を引き続き実施してまいります。 

次に、防災対策についてであります。 

防災行政無線は、平成 34 年 12 月までに現在のアナログ方式からデ

ジタル方式へ移行する必要があります。災害時等における情報伝達体

制を確保するため、新年度には伝搬調査・基本設計・実施設計に着手

し、３年後のデジタル方式への移行を目指します。 

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は、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。 

また、南直江地区の床下浸水対策として、国の交付金事業である雨

水公共下水道事業を活用して、一日も早い排水機の設置に努めてまい

ります。 

消防本部については、複雑多様化する災害への対応をふまえ、消防

署耐震補強工事及び施設改修工事により防災拠点としての機能強化を

図るとともに、車両・資機材等の計画的な整備に努めます。 

また、消防団を中核とした地域防災力の向上のため、小型動力ポン

プを更新するほか、実践的な教育訓練や装備品の充実を支援し、迅速

な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。 

 地域経済に目を向けますと、都市部での回復傾向が地方にも少しず
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つ波及しつつある状況ではありますが、数字として、目に見える形で

は現れてはおらず、依然として厳しい状況が続いており、税収につい

ても、この影響があると推測されることから減少となっております。 

 このような状況のなか、コンビニ納付の導入により納税の利便性の

向上を図ってまいりましたが、さらなる納付環境の整備と確実な税財

源の確保のため、新たにクレジット収納導入に向けた整備も行ってま

いります。 

また、固定資産税の前納報奨金制度については、導入時の目的であ

る納税意識の高揚が図られたことから、廃止とさせていただきます。 

今後も町税の納期内納付の定着を図るとともに税の公平性を確保

するために、適正な課税はもとより、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てまいります。 

ふるさと納税につきましては、返礼品等の拡充を推進することによ

り、本町の魅力発信ツールとして更なる充実を図ることで、全国の方

から応援していただける魅力ある寄附金制度としてまいります。 

また、施設等の愛称の命名権を民間企業等に付与するネーミングラ

イツ事業の推進により、民間資金を活用した持続可能な施設運営に努

めてまいります。 

 

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。 


