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平成２０年度町政執行方針
平成２０年第１回定例町 議会の開会にあた り、町政執 行の基本姿 勢
につい て、その概要 を申し上げま す。
わが国の経済は、全体として「ゆるや かな回復 」が続いているもの
の、地域 間の回復には、ばらつ きが見られ、また 、サブプライ ムロー
ン問題を背景とする金融市 場の変動や、米国経済の動向、原油価格の
高騰などから経済成 長の鈍化が懸念されるところで ありますが、
「 経済
財政改 革の基本方針２００ ７」に基づく「自立と共生」を基本に、改
革への取組を加速・深化するこ とを通じて、企業部 門の好調さを家計
部門に波及させていく ことで、民間需 要を中心とし た持続 的な経済 成
長が期待される ところであります。
このよ うな中にあっ て、国では成長力 強化と財政健全化を車の両輪
とし て、これ までの考え方を基本 的に受け継ぎ、「基本方 針２００ ７」
を堅持し、平成２３ 年度のプライ マリーバラ ンス黒字化の達成に向け
て、歳出・歳入一体 改革を更に進めるこ ととしております。
しか し、本年 度の政府予 算案では、社会保 障費の増や地方交 付税の
増など、一般会計総額は２年連 続で増となっており、その財源を賄う
ため の税収については、景気回 復のペー スが鈍る影響で０．２％の増
にとどまって おります。
また、新規の国債発 行額は、昨年同程度の２５兆円台前半の水準と
なったこ とから、本年 度のプライ マリーバラ ンスの赤字 幅が５兆円を
超える額に拡大し、５年ぶりに悪化しており ます。
地方財政政策では 、地方再生を重要課 題に掲げる政府の方針とし て
「地方再生対策費」の創設など、地方交 付税の増が盛り込まれ、地方
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財政計 画の規模は７年ぶり に増加しまし たが、この増は、地方 間の税
収のや り繰りや、交付税特別会 計借入金の償還繰り延べを財源とし た
もの で、地方財 政の本質は、地域間格差が広がり 、依然とし て厳しい
状況に変わりはあり ません。
さて、当町 の現状 につい て、財政状 況は町税収 入の伸びが見込まれ
ない中、地方 交付税などのこれ までの大きな削減 により、厳しい状況
が続いており ますが、行財政改革 実施計画に掲げた収支均 衡の取れた
財政構 造への 転換とい う目標は、何として も達成 しなければ なりませ
ん。そのことが、これから のまちづくりに おける実効力と、町民との
信頼 性を担保 するもので あると、受けとめております。
このことから、本年 度の予算編 成にあたっ ては、昨年 度から導入し
た「予算枠配 分方式」を強化徹 底するとと もに、政策調整枠予 算の戦
略的・重点的な活用 に向けた予算編成を行ったところで あります。
厳しい状況 が続く中ではあり ますが、本年 度は、
「総合計 画」、
「行財
政改革実 施計画」が、最終年度という節目の年を迎えること から、こ
れまで の町の取組を総点 検するとともに、新たなま ちづくりについて、
多くの皆さん と大いに議論しなけ ればならな いと考えてい ます。
町民の皆さんをは じめ、地域の民間団 体の皆さん と協働して、将来
に希望の持てる、真に豊かさの実感できるまちづくりを推進してい く
こと が、私に課せられ た責務であるこ とを改めて 強く認識し、今後の
行政運 営にあた る所存でありま すので、皆さんの特段のご理解とご協
力を心からお願い申し上げます。
それで は、町政執 行の基本であります財政運営につい て申し上げま
す。
先ほど申し上げました ように、収支均 衡の取れた財政構 造を確立し
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ていくこ とが何より も重要なことであり、そのこ とが町民との信頼 関
係を強固なものにすることであ ると受けとめています。したが って、
行政サービスを支える自主財源を確実に確保するた め、最大 限の努力
をしてまいります。
また、地方 交付税など の依存財 源につい て、本年 度は一定程 度の増
が見込まれる ものの 、今後は国の地方財政 政策において流動 的な要素
が強く、平成２３年度のプライマリー バランス黒字 化に向けて は、総
額抑 制で推移するこ とが予想されます。今後も、中・長期 的な予測を
した中で、財政運営をしていかなければなら ないと考えています。
一方、歳出 面では 、財源 的に流動的な要素があることを十分に踏ま
え、経常 的な経費については、一層の効率 化を追求し、経費の縮減を
図らなければな りません。
また、それ ぞれの事務事 業について、
「選択と集中」を基本にそ の評
価を確実に行い、廃止を含めた見直しを進めてまい ります。地域にお
いて、公共サービスが維持・拡充される よう、責任と役割を分担しな
がら、協働によ る新たな仕組みを確立していくことで、行政サービ ス
の明確 化と重点 化を果たしていく ことが重要と考えます。
それで は、各分野におけ る主な施策の概要につい て申し上げます。
最初に、一つ目の柱の「豊かな心の人のま ち」についてで あります。
ま ず 、「 生 涯 学 習及び 豊 か な 人 材のま ち づ く り 」 に つい て で あ り ま
すが、国際的にも、国内 的にも、大きく変化する 社会の中にあって、
町が真の豊かさ や生きがい と活力に満ちた地域社 会を築いていくため
には、その基礎とな る人づくり が最も重要であり ます。教育基 本法を
はじ め教育三 法が改正され、教育行政にあっ ては大きな変革 期を迎え
てお り、教育 委員会におい ては、教育振興 計画の策定を予定してい る
ところでありますので、なお一層の連携を図りなが ら、生涯学 習の推
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進に努めてまい ります。
道立上富良野 高等学校については、平成１８年に北海道教育 委員会
が策定した「高校教 育に関する指針」と併せて、同校への入学者数の
減少によ り、大変厳しい局面を迎えており ます。将来に向けて学校を
存続していく ために、関係機関などに要望運 動を進めてまい ります。
また、友好提携 都市の三重県津市・カナ ダ国カム ローズ市との友好
交流を中心に、地域間 交流を通じて、人材育 成に努めてまい ります。
次に「福祉のまちづ くり」につい てでありま すが、我が国では、少
子化と高齢化が同時 に、かつ急速に進行し、それ に伴う保健・医療・
福祉の制度改 革が継続 的に進められてお ります。当町においても、高
齢者が増加傾 向の人口構 造の中、町民の皆さんが健康で生き生きと、
自分自 身に応じた役割を果たし得るた め、住民福 祉の向上と健康推 進
が図られるよ うに、効果 的な諸施 策を推進してまい ります。
地域福 祉につ いては、より小さな地域単 位での福祉 力の醸成が必要
であ り、こうし た仕組みづくり のため、福祉関連の各個別 計画と整合
性を図りなが ら、地域福祉 計画の策定に向け取り組んでまい ります。
また、町社会福祉協議会をはじ め、関係機 関や関係団体との連携や
協力体 制を、より一層密 接にし て、町民 皆さんと の協働を基盤とし た
地域福 祉の充実に努めてまいります。
高齢者 福祉につい ては、高齢 者が住み慣れた地域で安心して暮らす
ことができるよう、地域福 祉の確立と在宅福 祉を推進してまい ります。
ラ ベ ン ダ ー ハ イ ツは 、 老 人 福 祉 施 設・ 在 宅 福 祉 施 設 の 拠 点と し て、
利用 者の健康管 理と生きがいの ある日常生 活が送られる よう、安全で
安心でき る質の高いサービ スの確保と向上を図るよ う努めるとともに、
デイサー ビス事業においては、本年度から障害者の日中一時支 援事業
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を実施して、地域福 祉サービスの充実と施設の効率 的な利用を図って
まいります。
介護保険事業につい ては、第３期介護保 険計画の最終 年を迎える こ
とか ら、次期計 画の策定とあわ せて、高齢 者のニー ズに対応する事業
の安定 化に努めてまい ります。
また、医療制 度の改正による、
「生活機能評価 健康診査」を行い、特
定高齢 者を把握した 効果 的な介護予防 事業を実施 してまい ります。
子育て支援については、町の重要課題の一つとし て、引き続き子ど
もセンタ ーを拠点とし た支援活 動の充実に努めてまいります。
特に、情報が途絶 えがち な家庭が孤立することの ないよう実態の把
握に努め、同センタ ーの利用を促すとと もに、ファミリーサ ポートセ
ンタ ーの設置に向けた準備を進めてまい ります。
また、
「放課 後子どもプラン事業」の定着を図るとと もに、子ども達
が地域の大人に見守 られ た中で安全に過ごすことができるよう、教育
委員 会との連携の中で一層の充実を図ってまいります。
更 に 、 保 育 事 業につ い て は、 多 様 な保 育 ニ ー ズに 応 える と と も に、
子育て支援を推進するた め、本年 度から「一時保育 事業」を実施して
まいります。
障害者 福祉につい ては、障害者自立 支援法に基づく必須事 業の相談
支援事 業など、広域 での対応事 業や町単 独の事業 につい て、引き続き
適切に取り組むとと もに、発達支 援センタ ーにお いては、個々に応じ
た療育支 援の取組とあわせて、地域支援 活動とし て、発達段 階での課
題解 決のため、幼稚 園・保育所への訪問支 援を行うなど、地域全体の
療育体 制の向上を図るよ う強化してまい ります。
次に「健康のまちづ くり」につい てでありま すが、予防が可能な生
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活習慣 病につ いては、本年 度から開始され る各医療保険者によ る特定
健診・特定保健 指導を国民健康保 険部門と十分連 携して予防活 動に取
り組んでまい ります。
特に、当町の現状から腎疾患予 防対策が必要であ り、町民が腎臓を
守る力をつけ る学習 など の予防活 動に力を入れてまいります。
また、母子保 健につい ては、本年 度から、妊婦健康 診査の公費負担
の拡充を図るとともに、指導体 制を強化して学習相談活動を一層推 進
し、安心して 子ども を産み、育てるこ とを目指した活動の充実を図っ
てまいり ます。
更に、食は健康の源でもありま すので、昨年度、策定した「食育 推
進計 画」を基に、食育の重要性につい て周知を図るとと もに、関係 機
関と連携を図りなが ら、計画に基づく諸活 動を展開してまい ります。
病院事 業については、安定した運営のため に経営改 革と医療スタ ッ
フの確保が重要な課題であります。町立病 院が果たすべ き役割やそ の
ため の体制など に関し、医療・保健・福祉を含めた横断 的な協議を継
続し、病院改 革プラ ンの策定とあわせて、公立病院 改革ガイドライン
への対応に取り組んでまい ります。
また、介護病 床につい ては、病院併設 型小規模老健 施設への転換を
図り、年内の開設を目指してまい ります。
更に、地域センター病院である富良野協 会病院との連携につい ては、
これまでの泌尿器科・循環器科の開設に加え、本年 度は眼科の開設に
向け、病病連 携を強化して町民 皆さん の利便 性の向上を図ってまいり
ます。
国民健 康保険事業 につい ては、国民皆保 険制度の根底を支えるも の
であ り、事業 の安定 化に努めてまいります。
また、本年度から高齢 者の医療の確保に関する法律に基づき、特定
健康診査及び特定保健 指導につい て、国保保 険者の立場とし て医療 予
防、生活の質の向上 に向けて、適切な対応に努めてまい ります。
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また、高齢者医療保険制度につ いては、本年 度から、これまでの老
人保健事業に変わり 、北海道後 期高齢者広域 連合による新たな「後期
高齢者医 療制度」に移行されます ので、適切に取り組んでまい ります。
次に、２つ目の柱の「活力ある産業のま ち」についてで あります。
ま ず 、「 農 業 及び 森 の ま ち づ く り」 に つ い て で あ り ます が、 近 年 の
農業をめぐる情勢は、２年目を迎える「品目横断的経営安定対策」が
「水田・畑作経 営所得安定 対策」に名称を変更し、経営安定 対策、米
政策改革及び農地・水環境 保全対 策につい て見直 すなど、変革の時期
を迎えており ます。
ま た 、「 食」 の 安全 ・ 安 心 が 揺 ら ぐ中 、 消 費 者か ら は、 良 質 で 安 全
な食材が求められて おり、町の基幹産 業であ る農業の振興を図って い
くた め、最終年 度とな る第５次農業振 興計画に基づく奨励作物 振興事
業やクリーン農業など の諸施策を推進するとともに、次期農業 振興計
画につい ては、現計 画の検証を行い関係機 関と連携・協力を図りな が
ら策定してまい ります。
農業 者の高齢 化や後継者不足に起因する耕作放 棄地の発生につ い
ては、農業委 員会やふら の農業協同組合など の関係機関と連携を図り
ながら、その防止に向けて有効な施策を総合 的に判断し、農地流動化
を推進していくとともに、今後の農業経 営の必須条 件とし て、農業 者
年金の加入及び家族経営 協定の普及を促進してまい ります。
また、農業基 盤や設備 等の整備につい ては、本年 度から の新規事業
とし て実施する草分地区道 営農地防災機能増 進事業をはじ め、島津 地
区道営経 営体育成基盤整 備事業を継続するとともに、演習場周 辺農業
用施設設置助成事業によ る農業機械導入を実施してまい ります。
更に、畜産担い手育成総合 整備事業については、効率的で安定 的な
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経営体 及び担い手の育成や規模の拡大を図り、
「安全・安心」の生産 地
の形成を促進 してまい ります。
森林整 備につ いては、森林環境保全整備事業によ り森林施 業を実施
するとと もに、民有 林にあっては、２１世紀 北の森づく り推進事業な
どを活用し、造林及び除間伐事業を実施し、森林整 備に努めてまいり
ます。
次に「商工業、観光 及び起業のまちづ くり」につい てでありま すが、
商工業振 興事業につい ては、北海道及び当町におけ る経済活 動が依然
とし て厳しい 状況にあ る中、活力ある商工 業の振興を図るた め、商工
会と連携を密にし、経営改善普及事業及び空き店舗活用振 興事業など、
地域経済 活動を促進 する事業に対し、引き続き支援を行うとと もに、
工場 等の新設 ・増設企 業に対して は、引き続き企業振興措 置条例に基
づく支援を行ってまい ります。
また、中小企 業の安定 化につい ては、当町経 済の持続的・安定 的な
発展が図られ るよう、引き続き事業資 金の円滑な融資に努めてまいり
ます。
観光振 興につ いては、経済効果はもと より地域の活性化をも促進す
るもので あり、観光協 会と連携し、引き続き「富良 野・美瑛広域 観光」
の推進により、上海 ・台湾などアジア系外国人観 光客及び首都 圏から
の誘客を図るとともに、
「花と炎の四季彩まつり」など の行事に支援を
行ってまいります。
また、富良野広域圏通年雇用促進協議会及び地産地消推 進協議会と
の連携を図りながら、地域資源を活用した商品開 発を目指し、地場 産
品の消費拡大とそれ に伴う雇用を新しくつくりだすよう推進してま い
りま す。
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次に、３つ目の柱の「住みよ い快適なま ち」についてで あります。
ま ず 、「 美し い ・ 潤 い の ま ち づ く り」 に つ い て で あ りま す が、 当 町
の貴重な財産であり ます豊かな自然環 境の保全に努めるとと もに、景
観行 政につい ては、景観施 策の有効性を高める観点から北海 道の景観
計画と整合性を図りなが ら、当町の景観づく り基本計画を基に、その
実行 性を高めるための作業を進めてまい ります。
また、駅及び駅周辺商 業地域の整備については、商工会 主体で構成
する「駅前再開発検 討委員会」を通じて協議してき たところで すが、
昨年 度、
「 まち づくり委員 会」に名称変 更され、ハー ド事業に拘らな い、
ソフ ト事業も視野に入れた「まちづくり」の検討 も進められて おりま
すの で、本年 度につきま しても、引き続き支援してまい ります。
公園・緑地については、日の出公園展 望台トイレの下水 道への接続
と、にしまち公園の既設トイレの水洗化 事業を実施して環境整 備を図
るとともに、町民の憩いの場・交流の場とし て安全で安心して利用い
ただける よう、適正 な公園管理を行ってまい ります。
町営住 宅の整備につい ては、富町団地の建替計画３棟３５戸のうち、
本年 度、１棟１０戸を着工するとともに、次年度 計画の実施設 計に取
り組んでまい ります。
また、泉町団 地の屋根、宮町団 地の外壁など、必要な改修を計画的
に実施し、住環 境の整備に努めてまい ります。
次に「快適なまちづ くり」についてであ りますが、上水 道・簡易 水
道・飲料水供 給施設につい ては、老朽 管の更新を計画的に進めると と
もに、水質管 理の充実を進め、町民の皆さん に信頼され る清浄で良質
な飲料 水の安定供給に努めてまい ります。
また、公共下水 道事業については、本年 度、国土 交通省の補助を受
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け、浄化センタ ーの大規 模な施設・設備の更新計 画に着手するととも
に、計画 的な設備の更新と適切な維持管 理に努めてまい ります。併せ
て、合併浄化槽 設置事業につい ても、事業の継続 に努めて、快適で豊
かな健康生活の実現 を推進してまいります。
一般廃棄物については、平成１４年ごみ の有料化 以降、町民 皆さん
には分別・減量 化にご協力をいた だいており ます。当時、作成しま し
たごみ分別の手引きについ ては、この間、分別方 法の一部改 正など も
あったこ とから、本年 度、新しく更新し配布してまいります。
また、クリ−ンセン タ−の運営につい ては、本年 ４月から南富良野
町から一般ごみ の受入処 理を行い歳入の確保を図るとと もに、施設 設
備につい ても、適時適 切に維持・補修を行い、安定 的な施設運 営に努
めてまい ります。
住居表 示につ いては、昭和５７年度に実施し、更に平成１７年度に
新規・更新整 備をしたと ころでありま すが、本年 度、新たに宅地開 発
されました南町３丁目地 域を行うなど、年次 的に整備するよ う努めて
まい ります。
次に「安心のまちづ くり」につい てでありま すが、消防関 係につい
ては、事故・災害の多様 化に対応できる よう、資機材搬 送車の更新と
人工蘇 生システ ムを導入するとと もに、救急救命士など の計画 的な養
成を進め、機能強化を図ってまい ります。
防災対 策につ いては、地域防災 計画に基づき、地域住民が自らの地
域を自らで守るため の自主防災 組織の再編 成を支援するとと もに、継
続的な防災啓 発や総合防災 訓練、地区別防 災訓練などを通じて、地域
防災 力の強化 を図ってまい ります。
特に、本年度は、昭和６３年の十勝岳 噴火から２０年目に当たるこ
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とか ら、当町 及び美瑛 町をはじめ とする防災関係 機関によ る実行委 員
会を組織して、
「（仮称）北海 道火山防 災サミット２００ ８ in 十勝 岳」
を開催し、改めて火山防 災への啓発強 化に努めてまいります。
また、
「安心・安全なま ち」の実現に向け、本年度は、耐震改修 促進
計画を策定してまい ります。
除排雪対策については、町民皆さんの協力を得なが ら、特に交通の
妨げとな る交差 点など見通しの悪い箇所の除排雪に重点をお き、冬季
間の道路 網を確保し、地域におい て快適に生活ができる よう安全対 策
に努めてまい ります。
地域安 全につい ては、全国 的に広がり を見せてい る児童誘 拐・殺傷
事件、不審者 出没の増加などの犯罪防 止のた め、各関係 機関・団体と
の連携を図りながら、地域 力を発揮することで、犯罪のな い安全なま
ちづくりに努めるとと もに、交通安全につい ては、昨年７月８日に死
亡事 故ゼロ、１，００ ０日を達成したところ であり、今後もゼロ
２，００ ０日を目指 し、啓発に努めてまい ります。
消費生 活の安全につい ては、相談内容も高度 化・複雑化してい るこ
とか ら、引き続き富良野市消費生活センタ ー内に共同設 置した相談 窓
口によ り、地域住民の生活安全に努めてまい ります。
次に「広がりのまち づくり」についてであ りますが、道路 網の整備
及び河川など の施設整 備につい ては、地域の生活 や産業を支える基盤
づくり を基本に捉え、国土交通省・防衛 省などの補助制 度を活用し、
有効で効率的に事業 を推進してまいります。
また、市街 地の簡易舗 装の改良工事につい ても、計画 的に整備する
ととも に地域住 民の生活道 路の適正な維持管 理に努めてまい ります。
町営バス・スクール バスの運行につい ては、乗車実 態に応じて、本
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年度、２台を小型車 両に更新するとと もに、地域住 民の生活実 態に応
じたバス運行 の抜本 的な見直しに取り組んでまい ります。
次に４つ目の柱の「共に創るま ち」についてで あります。
町が抱える様々な課題や問題について、進むべき方向を町民の皆さ
んとともに考え、決定していくた めにも、より多くの町民の皆さん に、
政策決 定の過程や行政評 価の過程など に参画いただ き、町民との「協
働によるまち づくり」を進めてまいります。
そのため には、町が保有する情報を町民 皆さんと共有していく こと
が極めて大切 であり、パブリック コメントやまちづ くりトー ク、出前
講座など を引き続き推進し、信頼関係の強化に努めてまい ります。併
せて、町民皆さんの主体的な発想が直接まちづく りに繋がるよ う、自
治活動奨励補助制度を積極 的にご活用いただきながら、住民自 治の推
進に努めてまい ります。
「 共 に 創 る ま ち」の 根 幹 を な し、 町の 憲 法 と も 言 わ れ る「（ 仮 称 ）
自治基本 条例」の制定については、
「自治基本条例づく り検討会議」の
答申を踏まえ て、組織 内をはじ め、多くの町民を交えた中で情報共 有
を図りながら、本年度 中の条例制 定を目指してまい ります。
自衛隊関係については、国の防衛計画 大綱によっ て、上富良野 駐屯
地の主要部隊である戦車 及び火砲が削減対 象であ るため、これ が現実
化する と上富良 野駐屯 地の隊員が大幅に減少し、町の人口減 少や財政
基盤が崩れる 事態となり、町の大きな課題となって います。
国では、駐屯 地の部隊編 成など を決定する次期防衛力整備計画の策
定が本年予定されて おり、当町にとっ て、駐屯地の現状を堅持する た
めに は、特に重要な年であります。このた め、富良野地方自 衛隊協力
会など自衛隊関 係団体との連携をより強め、地域 をあげ て防衛 省の関
係組 織や国会議 員に対する要請活 動など を精力的に取り組んでまいり
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ます。
また、上富良野 演習場の安定的・継続 的な使用のた め、障害の防止
に努めるとと もに防衛施設 周辺の生活環境の整備 による事業などを円
滑に実施し、周辺地 域との調和を図ってまい ります。
町の総合計画につい ては、いよい よ最終年 度を迎えること から、現
総合計画 期間におけ る施策・事務事業の評価を踏まえ、まちづ くりト
ークやパブリックコメントなど、町民の皆さんへ の説明や意見反映の
機会確 保に努め、町民の皆さんとともに、我が町におけ る今後１０ヵ
年の歩むべき方向を共有しなが ら、第５次総合計画を策定してまいり
ます。
また、行財政改革についても、現実施計画が最終年 度となりますの
で、計画に掲げた目標の達成に向けて、着実な実践 を果たすとともに、
新たに策定する第５次総合計画との整合 性を図りなが ら、新行財政改
革の取組方向を定めてまい ります。
特に本年 度は、将来 的にも行政利 用が見込まれな い町有 地について
は、移住・定住促進策を含めた民間利 用に向けて 、売却処 分を進めて
まいります。
また、指定管理 者制度を含めた民間活 力の導入や、自家用 車の公用
利用制 度など、行財政 運営の効率 化と併せて、
「事務事 業の事後・事前
評価」については、
「選択と集中」を基本として、各事務 事業の見直し
を図り、真に必要な事務事 業に行政資 源を集中していく仕組みとし て、
制度 化に努めてまいり ます。
町税は、当町財 政の根幹であり、自主財 源である税収確 保は極めて
重要であります。
町として は、新たな 滞納 者を出さない よう納期内 納税の推進に向け、
納期回 数の見直しや 減免基 準の明確化、更にはコンビニ収納の拡大な
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ど、収納率向上に向けた取組を進めま す。
また、税外収 入を含めた総合調 整を図り、組織総がかり で収納対策
の取組を進めてまい ります。特に不誠 実な滞納者に対して は、公平な
徴税負 担の観点から も、行政サービスの制限措置 条例の有効活 用と適
正運 用に努めてまい ります。
更に、ふるさ と納税 の制度 化を控え、当町の寄附促 進に向けた諸対 応
と周知に努めてまい ります。
最後 に、 広域 行政の 推進につ いて は、 ５市町 村で構成 する「富 良野
広域連合準備委員会」によ り検討を進めてお り、
「し尿・生ごみ処理 」、
「公共牧 場」、「消防 」、「学校給 食」の４事務を、平成２０年中に「富
良野広域 連合」を設立して、平成２１年４月から 広域連 合で処理を開
始できる よう取り組んでまいります。
併 せて、 平成２０年 度末に 、これら の事務を 行ってい る５つの 一部
事務組 合を解散するとと もに、上富良 野町と南富 良野町の直営で実施
してい る学校給 食を広域連 合へ移行するよ う取り組んでまいり ます。
当町 とし まして も、 町民 皆さん のご理解 をいた だき 、住民サー ビス
の向上と行財 政の効率 化を図るた め、広域連 合の設置と一部事務組合
の解散に向け、議員各 位のご協力をいただき ながら、その実現と着実
な推進に努めてまい ります。
以上、平成２０年度 の町政執行にあた り、所信を述べさせて いただ
きまし た。
次に、平成 ２０年度予算案の概要を申し上げま す。
本年 度は、先に述べましたように、地方再 生を重要課 題に掲げる国
の方針として、地方財政 計画の規模が７年ぶりに拡大したこと から、
主要財 源であ る地方交 付税につい て、一定程 度の増を見込み、予算 編
成を行ったところで あります。
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しか し、国の歳出・歳入一体改革の方向から、地方交 付税をはじ め、
歳出の抑制は、今後 とも既定の路線と受けとめて おり、これら の歳入
増は、将来にわたる財政の安定 化のため に、財源 を充てたとこ ろであ
りま す。
併せて、地方 債の補償金 免除による繰上償還制度には、借換えと併
せて、可能な範囲で減債基 金を活用し、繰上償還を実施するこ とで、
今後における公債費の負担軽減策を講じてまいります。
また、本年度は、行財政改革実施計画の最終年度を迎えること から、
この計画に掲げた、収支均 衡の取れた財政構 造の確立とい う目標達 成
に向けて、計画の着実な実践を取り進めなが ら、歳入では、町税及び
税外収 入の収納対策をよ り一層強 化し、歳入確保に努めるとと もに、
歳出では、事務事業 評価の試行実 施を含めた事務事 業の見直しや、人
件費・投資的 事業の抑制を図ることで、頑張る地方応援プログ ラム関
連事 業や、真に必要 な子育て支援 策の充実などの財源を確保したと こ
ろであり ます。
特に、基金運 用のあ り方につ いては、必要な行政サービ スの確保と
将来の世代への責任 とい う考え方を基本に、目的 に応じた基金の活用
を明確 化することで、安易に財源不足を基金に頼ることの ない財政 構
造を明確なものとして、一般会 計では、総額 ７１億５,２０ ０万円、
前年度対比で１４.４％の増、額とし て ９億２０ ０万円 増の予算 案を
定めたところで あります。
また、特別会 計及び公営企業会 計予算におきましても、制度改 正に
伴う対応のほ か、事業運 営に必要な事項についても、一般会計 同様に、
効率 的な対応方 針の下に財政見 通しを立て、それ ぞれの予算 案とし た
ところであります。
特に一般会計からの繰出金 及び補助金などについては、法令の基準
に基づくものや財源確 保として妥当なもの に限り、各会計 予算に対し
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措置を行ったと ころであり ます。
これら の措置を行うことによりまして、
特別会計及び公営企業会 計予算は、
国民健康保険 特別会計

１３億 ９,３５ ５万 ３千円

老人保健特別会計

１億 １,３３ ２万 １千円

後期高齢者医 療特別会計

９,５０ ２万 ８千円

公共下水道事 業特別会計

６億 ４,２８ ５万 ２千円

簡易水道事業 特別会計

１億

介護保険特別会計

６億 ６,９２ ６万円

ラベンダーハイツ事業特別 会計

２億 ７,８８ ０万円

病院事業 会計

８億 ５,５７ ４万 ２千円

水道事業 会計

４億 ６,８２ ７万 １千円

１８ ５万 ９千円

となっております。
この特別会計及び公営企業会計予算の合計は、
４６億 １,８６ ８万 ６千円で、
一般会計 予算と合わせ た町全体 予算では、
１１ ７億 ７,０６８万 ６千円、
前年度対比で

３.５％の増、額にし て

３億 ９,２９ ２万 ２千円 増の財政規 模になっております。
以上、町民皆さん並び議員 皆さんのご理解とご協力を切にお願い申
し上げ、平成 ２０年度の町政執行 方針といたします。
平成２０年３月４日
上富良野 町長
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尾 岸 孝 雄

