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（はじめに） 

本日、ここに、平成 29 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、「新生養老まちづくり構想」に掲げる、夢あるまちづく

り事業の集大成の一年となります。 

住民、各種団体、事業者等との協働により、養老改元 1300 年プロ

ジェクトを成功に導き、町民がまちの未来に明るい展望を抱くことが

できるよう、町政経営に道筋をつけることが、私に課せられた最大の

使命であると考えております。

私の政治信条である、「町民主導」による「公平・公正」な町政経

営により、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、まちづくりに邁進してま

いる所存です。 

（町政の経営方針） 

国の施政方針演説において、安倍晋三首相は、わが国を取り巻く様

々な「壁」に挑戦する姿勢を「未来を創る」という言葉に託し、国民

に行動することを強く訴えました。この「壁」とは、「人口減少」「少

子高齢化」「経済の低成長」など、一人の力では到底打ち破ることが

できない構造的な問題から、私たち一人ひとりの心の中にある「諦め」

という名の「壁」を含むものとしています。 

こうした現状において、安倍首相は、自らの未来を、自らの手で切

り開く気概を持って、取り組むという強い意志を持つことを国民に求

めています。養老改元から 1300 年を迎えるという記念すべき年におい

て、本町にとっても、私たちのまちの未来を、私たちの手で切り開い

ていくという重要な一年になるものと考えています。 

しかし、町の現状に目を向けてみますと、人口の著しい減少や少子

高齢化の進展など、多くの「壁」ならぬ、まちづくりを進める上での
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課題が山積しています。 

 本町が抱える様々な「壁」を打ち破り、次の世代を担う子や孫た

ちのために、まちの「未来を創る」ための諸施策に取り組み、町民

誰もが夢に向かって頑張ることができるよう、各種事業を推進して

まいります。 

 新年度において、主要な事業となるのは、言うまでもなく、養老

改元 1300 年プロジェクトであります。 

東海環状自動車道の養老ＪＣＴから（仮称）養老ＩＣ間の建設や

周辺道路の整備をはじめとしたハード事業に加えて、全日本愛瓢会

総会や養老薪能、養老改元フェスタなど、本町の魅力が凝縮された

様々なソフト事業を織り交ぜながら、まちの活性化につなげてまい

ります。 

 また、まちの未来に欠かすことのできない、若者や子どもたちに

関すること、防災・減災をはじめとした安全・安心に関すること、

町民にとって最も身近な地域自治に関することに対しては、限られ

た財源の中ではありますが、積極的な取組を進めてまいります。 

 しかし、様々な「壁」を打ち破るために必要なものは、行政の力

でも、予算でもありません。今、養老町に住んでいる町民の一人ひ

とりが、まさに「 協
きょう

心
しん

戮
りく

力
りょく

（心を一つにして力を合わせて、物事

に取り組むこと）」の気持ちで、未来への大きな転換点になるであ

ろう、この大切な一年の意味を噛み締めて過ごしていかなければな

りません。 

 そして、「第五次総合計画・後期基本計画」及び「総合戦略」に

掲げられた「ＣＨＡＮＧＥ
チ ェ ン ジ

」という、まちづくりのキーワードを今

一 度 思 い 出 し て い た だ き た い と 思 い ま す 。 こ の フ レ ー ズ の Ａ

（action：行動、活動）には、想いを行動に移して、自らの行動に

よりまちを変えていくという意味が込められており、そうした気概

を町民一人ひとりが持ちながら、本町の「未来を創る」ために、共

に取り組んでいただきたいと存じます。 
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（平成 29 年度予算編成） 

 本町の財政状況につきましては、平成 27 年度の経常収支比率が 83.6

％と前年度よりやや持ち直し、健全化判断比率においても実質公債費

比率が若干改善しました。しかし、将来負担比率については 0.2 ポイ

ント悪化したほか、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いますが、本町の将来を

見据えた、未来創造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 1.8％増の 109

億 9,800 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 3.3％減の 87 億 8,750 万円で、総額は前年度比 0.6％減

の 197 億 8,550 万円となりました。 

 一般会計予算の歳入面では、景気は緩やかな回復基調が見込まれる

ことから、町税は、前年度比 1.2％増の 34 億 4,447 万 8,000 円を計上

しましたが、地方交付税については、平成 28 年度の実績と新年度の地

方財政計画を踏まえ、前年度比 4.0％減の 21 億 500 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５億 1,000 万円を見込み、養北認定こども園（仮称）整備な

どの児童福祉施設整備事業債に２億 9,100 万円、道路整備事業として

は地方道路等整備事業債に１億 1,630 万円、体育施設整備事業債に１

億 5,900 万円など、総額で前年度比 59.2％増の 12 億 3,170 万円を計

上いたしました。 

（重点プログラム） 

 それでは、予算の大要について、「第五次総合計画」に掲げる、重

点プログラムからご説明申し上げます。 

１．養老改元１３００年プロジェクト(新生養老まちづくり)の推進  

いよいよ、３月 20 日に養老改元 1300 年祭の開幕を迎えます。当日

は、若水取りからオープニングセレモニー、記念列車の出発式を行い、

本祭の幕開けを華々しくスタートさせたいと考えております。 
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新年度においては、養老町らしい趣向を凝らした数々のイベントの

開催を計画しており、その中でも、８月の養老薪能、11 月の養老改元

フェスタ、まるごと肉まつり養老などは、特に本町の魅力がふんだん

にちりばめられた事業となる予定です。 

このほか、本町のシンボルであるひょうたんの愛好家が全国から集

まる全日本愛瓢会総会を開催するなど、全国規模の大会も複数予定し

ており、12 月 23 日のクロージングまでの期間を、町民と一体となっ

て各種事業を推進し、本町の活性化につなげていきたいと考えており

ます。 

平成 25 年度から進めてまいりました「養老改元 1300 年プロジェク

ト（新生養老まちづくり構想）」も目標年次を迎えます。ここまでに

至る過程において、町内各地の基盤整備をはじめ、1300 年プロジェク

トに関する様々な事業をハード・ソフトの両面から進めてまいりまし

た。また、これと同時に、これからのまちづくりの担い手となる、人

づくりも併せて進めてまいりました。こうした取組の集大成となるも

のが、養老改元 1300 年祭です。 

養老改元 1300 年祭は、養老改元 1300 年プロジェクトの中でも、本

町の今後を左右する大きな転機となるものであることから、万難を排

して、成功させなければならないと思っております。 

そのためには、繰り返しとなりますが、町民が一丸となって取り組

む必要がございますので、より一層のご理解・ご協力をお願いしたい

と存じます。 

２．地域自治町民会議の設立と協働の推進             

 「協働」とは、「同じ目的のために、協力して働くこと」という意

味であり、本町では「第五次総合計画」において、はじめて取り入れ

られた考え方です。また、この計画において「地域協働」とは、「住

民と行政の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」とされています。 

 こうした考え方に基づき、協働のまちづくりを進めるために、地域
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で核となる組織として、私の強い意向により進めているのが、「地域

自治町民会議」の設立であります。 

今年度においては、町内で２例目となる笠郷地域創生自治町民会議

が設立されました。また、広幡地区においても、設立準備委員会が設

立されており、自治町民会議の設立に向けた動きが活発化してきてい

ます。 

こうした動きをさらに加速させ、今後数年内に、町内すべての地区

において、自治町民会議が設立されるよう未設立の地区への働きかけ

を強めてまいります。また、先進地区である上多度地区や笠郷地区に

対しては、既存の補助金を集約し、地域の裁量により使いみちが決め

られる自由度の高い交付金として交付し、自治町民会議の積極的な活

動を支援してまいります。 

（主要施策） 

 次に、４つの主要施策について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、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。 

 コミュニティ・スクールについては、新年度において全ての小中学

校を指定し、学校と地域が一体となり、子どもたちの成長を支えてま

いります。 

 また、土曜授業については実施回数を増やすとともに、「ふるさと

養老」テキストを活用した授業を行うなど、学習機会の充実に努めて

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、学習支援員の増員

や支援内容の拡充により、全ての子どもたちが、家庭の経済事情にか

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。 

新年度においては、多様な保育・学習ニーズに対応するため、幼稚
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園と保育所双方の良さを併せ持つ、幼保連携型認定こども園を設置し

ますが、小学校教育への円滑な接続が図られるよう、保育園・幼稚園

・小学校との連携を強化してまいります。

次に、青少年育成についてであります。 

 今年度、3,000 篇を超える多数の応募がありました「家族の絆・愛

の詩」募集事業については、養老改元 1300 年祭に合わせて記念大会を

開催し、思いやりと感謝の心を大切にした、親孝行のまち養老の心意

気を全国に発信してまいります。 

 次に、生涯学習についてであります。 

本町の文化・芸術などの中核施設である中央公民館については、子

育て世代の利用や交流の促進を図るとともに、働き方改革や女性の活

躍の推進拠点として再整備を行ってまいります。 

次に、生涯スポーツについてであります。 

 「１町民１スポーツのまち・養老」を実現するため、乳幼児期・幼

少期の体力向上につながる教室やバルシューレ教室などを開催し、誰

もがスポーツに親しめるまちづくりを進めてまいります。 

 次に、人権擁護の推進についてであります。 

人権啓発及び教育の拠点施設である福祉センターについては、開設

から 40 年を迎えることから記念大会を開催し、改めて、すべての人が

心豊かで安心して暮らせるまちを築くための機会とします。

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。 

養老鉄道については、通勤通学など町民生活の足として重要な交通

機関であることから、沿線 7 市町で支援を行うとともに、平成 29 年中

の事業形態変更に向け必要な手続きを進め、路線の維持に努めてまい

ります。 

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、養老ＪＣＴから（仮称）養老ＩＣ間

までが完成いたします。本町にとって初めてのインターチェンジの開
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通となることから、大きな経済効果が期待されるところです。 

また、名神高速道路の養老ＳＡスマートＩＣについても、平成 30

年６月の開通に向け、さらなる事業の進捗を図ってまいります。 

県道については、（仮称）養老ＩＣへのアクセス道路である県道養

老平田線や、養老ＳＡスマートＩＣと連絡する（仮称）橋爪大橋をは

じめとした整備を、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。 

東海環状自動車道（仮称）養老ＩＣの開通などによるストック効果

が最大限に発揮されるよう基盤整備を行い、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。 

次に、公営住宅についてであります。 

改良住宅については、家賃滞納者や不適正入居者対策として、法的

措置を含む毅然とした対応を行い、適正な管理につなげます。

 次に、上下水道についてであります。 

  上水道事業については、災害に備えて、耐震管への布設替えを進め

るとともに、各ポンプ場施設の耐震診断を実施してまいります。 

下水道事業については、これまでの方針を転換し、下水道に替わる

汚水処理施設として、合併処理浄化槽の設置を推進してまいります。 

 次に、農林業についてであります。 

次代を担う農業を志す人に対し、就農直後の経営確立に資する資金

を支援するとともに、農地中間管理事業により農地の集積・集約を進

めてまいります。 

また、多面的機能支払交付金事業については、取組組織・取組面積

を増やすとともに、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、充実した支援を行ってまいります。 

土地改良事業については、土地改良区の合理化に向けて協議を進め

るとともに、ほ場・幹線農道・排水機場等の農業基盤調査及び総合整
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備構想の策定に取り組み、今後の農業基盤整備事業の指針を定めてま

いります。 

 森林の整備については、林地台帳の整備を進めるとともに、林道橋

の点検を行い、施設の長寿命化に向けて取り組んでまいります。 

 食肉事業センターについては、新施設の建設促進に関して、関係者

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。 

養老町商工会の各種事業を支援するとともに、金融機関との連携を

強化し、小規模事業者の活性化を進めてまいります。 

 企業立地の促進については、工場等設置奨励金制度の拡充を検討し、

本町の土地の特性を活かしたＰＲにより企業立地を促進してまいります。 

 次に、観光についてであります。 

養老駅への観光コンシェルジュの設置や、養老公園内での無料カー

トの運行により、来訪者に対する利便性の向上を図ります。また、観

光広報大使の「敦士」氏によるイベント出演及び広告媒体への露出の

ほか、マスコミへの情報提供、ＳＮＳ等による効果的な観光ＰＲを行

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。 

合計特殊出生率の著しい低下がみられ、少子化の傾向に拍車がかか

っており、安心して子育てができる環境の整備は、本町での喫緊の課

題であります。 

養北認定こども園（仮称）建設事業については、平成 30 年度の開

園を目指し、事業者に対して補助を行い、保育環境の整備を進めてま

いります。また、この施設には、地域子育て支援室と病後児保育室が

併設される予定であり、子育て世代の育児不安の解消や多様な保育ニ

ーズに対応してまいります。 

移住・定住の促進については、子育て世帯の住宅取得に係る費用の
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助成に加え、相談会などへの積極的な参加を計画しており、町外から

の移住者の確保に努めてまいります。 

次に、健康づくりについてであります。 

「がん」の早期発見・早期治療に結びつけるため、新年度より３カ年

限定で、胃内視鏡検査を含む胃、肺、子宮、乳の全てで「ワンコイン

（５００円）検診」を導入いたします。 

国民健康保険については、被保険者の減少に加えて、医療費が増加

し非常に厳しい財政状況になっていることから、特定健康診査の実施

による生活習慣病の早期発見・早期治療の啓発に努め、すべての町民

が健やかに生活できる健康なまちづくり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。 

 介護保険については、介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総

合事業）がスタートすることに伴い、現行制度からの円滑な移行を進

めるとともに、「第７期介護保険事業計画」の策定にあたり、利用者

ニーズの把握に努めてまいります。 

また、長寿祝金については、75 歳以上の方への一律支給から、節目

の年齢の高齢者にのみ支給するよう改め、事業を縮小した財源を活用

し、「認知症カフェ」の拡充や軽度認知障害の早期発見など、認知症

対策に力を入れてまいります。 

 次に、障がい者福祉についてであります。 

障がいがある人の自立支援のための施策を総合的・計画的に推進す

る「障がい者・障がい福祉計画」については、アンケート調査を実施

するとともに、関係者の意見を踏まえ策定してまいります。また、（仮

称）養北ことばの教室の整備を進め、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、環境対策についてであります。 

 ごみの減量化については、「第２次一般廃棄物（ごみ）処理基本計

画」及びプラスチックごみの資源化を中心に見直しを行い、一般廃棄

物の適正な処理と資源ごみの分別を徹底し、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。 
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次に、消費者行政についてであります。 

町民が、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

相談員による相談窓口体制の充実を図ってまいります。 

 次に、防災対策についてであります。 

災害は、発災時の適切な対応により、被害を最小限に止めることが

できることから、全国各地で発生している災害を教訓に、災害時の対

処方法の見直しに着手してまいります。 

防災行政無線については、一斉放送による一部地域での聞きづらさ

を解消するため時差放送を取り入れ、災害時等の情報伝達体制の強化

に努めてまいります。 

また、自主防災組織による避難所設営訓練の実施を促すほか、避難

生活の長期化に備えて、備蓄物資の見直し・拡充を行ってまいります。 

治水対策事業については、国の直轄管理河川である牧田川において

堤防改修や浚渫工事、揖斐川右岸の大巻地内における防災拠点整備が

継続して実施されます。県管理河川においても津屋川改修工事や河道

内の樹木伐採などが引き続き予定されております。今後も町民の生命

財産を守るため、河川整備の促進を国や県へ強く要望してまいります。 

次に、消防・救急についてであります。 

消防団については、小型動力ポンプ３台を更新するほか、災害現場

等での団員の安全性を確保するため、ケプラー手袋を配備し、装備の

充実・強化を図ってまいります。 

 消防本部については、消防庁舎耐震補強計画に基づき、養老消防署

庁舎の耐震化について、実施設計を進めてまいります。また、東海環

状自動車道（仮称）養老ＩＣの開通などに伴う各種災害に対応するた

め、水槽付消防ポンプ自動車を更新いたします。 

４. 地域経営の推進 

 まず、情報の共有化についてであります。 

 マイナンバー制度については、行政機関の間の情報連携が７月より
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開始される予定であることから、円滑に制度が運用されるよう準備を

進めてまいります。 

次に、住民参画と地域協働についてであります。 

「協働のまちづくり」の推進を図るため、先進地区である、上多度

地区や笠郷地区に対しては、事務局機能の強化や地域総合活動交付金

などの拡充により、早期に活動が軌道に乗るよう支援します。また、

未設立の地区に対しては、説明会の開催や先進地区の取組事例を情報

提供することにより、町内全域において自治町民会議の設立が促進さ

れるよう取り組んでまいります。 

 最後に、自治体経営についてであります。 

地方財政については、国の財政と同様に依然として厳しい状況では

ありますが、経済再生の進展を踏まえて地方税収などは回復の兆しが

あると言われています。また、消費税増税の再延期や、海外の経済リ

スクなどにより景気の先行きが不透明であることから、町税への依存

率が高い本町の歳入においては、依然として予断を許さない状況にあ

ります。 

歳入の根幹である町税については、町民税や固定資産税などでわず

かながら増収が期待できるものの、たばこ税においては減収となり、

全体では微増と見込んでおります。 

 また、将来にわたって安定した財源が確保できるよう、適正な課税

はもとより、自主納付の推進や早期の納付勧奨、徴収推進室を中心と

した公債権の滞納管理一元化などにより、税収等の確保並びに収納率

の向上に全力で取り組んでまいります。 

ふるさと納税につきましては、まちづくりに活用するための貴重

な財源になるものと期待しており、返礼率の拡充や参加事業者の確

保に積極的に取り組み、魅力ある寄附金制度としてまいります。 

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。 


