
                                         

    ◎平成１６年度町長執行方針説明  

〇議長（堀部登志雄君） 日程第３、この際、町長から平成16年度の町政執行方針等の説明の

発言申し出がありますので、これを許可いたします。  

 飴谷町長、どうぞ。  

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕  

〇町長（飴谷長藏君） 平成16年、第１回白老町議会定例会の開会に当たり、まちづくりに臨

む、私の所信と平成16年度予算概要について申し上げます。  

 私は、町長に就任以来「一人ひとりが輝く、みんなが主人公のまち」の実現をめざし、町民

の声を町政に反映すべく努力してまいりました。今後もこの姿勢を堅持し、更に一層、町民の

皆様と一緒になって「まちづくり」に取り組んでまいる覚悟でございます。  

 議員の皆様をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 今年は、私にとりまして「新しい風を吹き込み、町民と共にまちをつくり、安全で安心でき

る安定したまち」を構築する実質的なスタートの年であります。  

 さらに、過去の慣習に捉われることなく、今の時代や将来の都市像を見据えた地域づくりに

変革する年として、本年を新しいまちづくりの「新生しらおい創造元年」と位置づけ、将来に

禍根を残さない、明るい希望の持てるまちに構築していく決意であります。  

 また、本町にとりましては、町制施行50周年の記念の年を迎えており、この記念の年を町民

と共に祝い、決意を新たに未来へと夢を広げる節目の年にしてまいりたいと考えております。  

 地域主権時代を迎えようとする今、「三位一体改革」が動き出し、地方自治体は激動の中に

あって、国・地方ともに厳しい財政収支の不均衡な時代にあります。  

 さらに、国際化、情報化、少子高齢社会の急激な進行は、行政にとって、組織的にも柔軟な

対応ができる体制が求められております。  

 また、行政への期待が高まる中、地方分権の重視、公共事業の見直し、そして道州制や市町

村合併など、大きな転換期を迎えております。  

 こうした変動の激しい、類例のない時代こそ、目先に一喜一憂せず、長期的な視野にたって、

冷静かつ積極的にまちづくりをすすめる必要を痛感しております。  

 一方、成熟社会の中において国民の意識は所得を中心とした「物質的満足の欲求」から「自

己実現」や「社会貢献」などに代表されるような「精神的満足の欲求」へと価値観が徐々に変

化してきております。  

 私は、このように住民意識が変化する中にあって、「公共サービス」のあり方を過去の慣習

や従来の経験を踏まえて解決していく、事実を前提とした「課題解決型」から、目指すべき価

値を明らかにし、町民との協働によって「目的達成型」に改めていく必要があると考えており

ます。  

 このことから、いつも町民の目線に立ち、町職員と共に、汗を流し、知恵を出し合いながら、

山積する課題に果敢に取り組むと共に、過去の慣習にとらわれず、「勇気と気概」をもって、



着実にその「変革」に挑戦していく所存であります。  

 私の平成16年度におけるまちづくりの基本姿勢は、「子どもからお年寄りまで、町民一人ひ

とりが輝き、みんなが主人公」となって幸せなまちを創っていくことであります。  

 そのためには、民間主導の強い経済体質に転換し、地域主権時代にふさわしい新しい枠組み

の構築が必要であり、本町の未来像を見据え、経済の新生を加速しなければならないと考えて

おります。  

 このことから、既存産業の活性化と新産業創出に力を傾注し、町の潜在力と可能性を発揮さ

せ、経済の活性化に全力で取り組み、「強いものをもっと強く、そこから弱いものを引き上げ

る」経済政策を実現することによって、福祉や文化などの施策の充実も可能となり、バランス

のとれた総合的なまちづくりが推進できるものと考えます。  

 一方、協働のまちづくりを更に発展させるため、また、未来に希望のもてる白老町を築いて

いくためにも、職員一体となって「発想の転換とチャレンジ精神」を持って仕事に打ち込み、

同時に町民の皆様にも積極的な町政への参画をお願いし、官民一体となった新生の「つくり・

そだてる」協働のまちづくりをすすめてまいります。  

 今、私に喫緊に求められているのは、「安全で安心できる安定したまち」を築くことであり、

そのため具体的な施策や事業を30項目の公約として掲げているところであります。  

 この公約や政策を実現するため、これまで、継続的に実施してきた事業についてもコストや

効果面から見直し、より町民のためになる施策に方向転換することや、限られた財源から経済

を新生させ、地域振興を図ってまいります。  

 さらに、未来に希望の持てる明るいまちを実現させるためにも、個々人や町内会、ＮＰＯ

（民間非営利組織）などの町民力（ソフト）と地域資源や優位性といった都市力（ハード）を

結集した、「地域力」つまり「まちの力」により、「新生しらおい」を創造してまいります。  

 これらの政策項目が実現する平成16年度末には、66.7パーセントの公約達成を見込んでおり

ます。  

 平成16年度の予算編成にあたっては、地方自治体が置かれている現下の厳しい財政状況に鑑

み、行政改革の大綱をもとに徹底した経費の削減や、行政評価の結果から、より効果の上がる

施策展開に努めたことにより、新年度の事業財源の捻出を図り、財政調整基金の取り崩しを極

力抑えたところであります。  

 さらに、町民ニーズを踏まえ、事業の緊急性や必要性、そして、その妥当性について十分精

査し、効率的な配分に努めた予算編成といたしました。  

 以下、順次、今年度から取り組む主要施策について、分野ごとに、その概要を申し上げます。  

 はじめに「生活環境」について申し上げます。  

 先ず、環境基本条例につきましては、環境審議会から答申を受け、地域の自然的、社会的特

性を活かした条例制定の検討をすすめており、本年第２回定例会において提案する考えでおり

ます。  

 また、環境基本計画につきましては、昨年12月、環境審議会に対し新たな環境基本計画の策



定についての諮問を行っており、来年３月を目標に町民、事業者、関係団体からご意見を聞い

てまとめる考えであります。  

 公園や緑地の整備につきましては、地域の特性と周辺環境の調和に配慮しながら「緑の基本

計画」を策定し、健康で文化的な都市生活基盤を確保してまいります。  

 「萩の里自然公園」は、用地の取得や公園西側の崩壊傾斜地の緑化を中心に整備をすすめ、

より利用者の利便性を図ってまいります。  

 一方、協働のまちづくりの一環として、里親制度の充実を図りながら、老朽化した街区公園

の施設の改修を計画的にすすめてまいります。  

 上水道につきましては、水道水の安定供給と有収率の向上を図るため、漏水防止と老朽管の

更新を引き続き実施するとともに、配水管施設の改良など、安心して暮らせるまちづくりに努

めてまいります。  

 下水道につきましては、普及促進のため、昨年に引き続き「虎杖浜地区」をはじめ、「竹浦

クラウン団地」、「柏洋団地」、「緑泉郷団地」などの面的整備をすすめるほか、特定環境保

全事業により「北吉原ゆうかり団地」、「いずみ団地」についても整備をすすめてまいります。  

 また、白老地区の合流式下水道から雨天時に流出する汚濁量の改善を図るため、昨年の現況

調査に引き続き、環境保全対策として合流改善緊急計画を策定してまいります。  

 終末処理場では、最終沈殿池設備改築、汚泥脱水機械の整備点検を行い管理施設の機能の充

実を図ってまいります。  

 一般廃棄物の対策につきましては、登別市との広域連携により、ごみの減量化、資源化をす

すめるとともに、資源循環型社会の形成に努めてまいります。  

 自然環境につきましては、ポロト湖やホロケナシ周辺等の観光地において、草刈りなどの景

観美化を行い、利用者に対する「快適空間づくり事業」をすすめてまいります。 

 土地保全につきましては、海岸保全のため、国・北海道と連携し、「白老海岸」、「竹浦海

岸」の整備促進を図るとともに、「石山地区」や「緑泉郷地区」の排水路、地域に密接した道

路排水の整備を進めてまいります。  

 消防につきましては、老朽化した救急車を高規格救急車として更新し、あわせて高度救急資

器材を整備することによって、消防行政機能の強化を図ってまいります。  

 町民生活につきましては、地域住民の安全な生活の確保など、地域から犯罪を発生させない

環境づくりをすすめるとともに、計画的な防犯灯の整備を行ってまいります。  

 また、法務省が北海道を通じて行う人権啓発委託事業を受けて、地域住民に人権問題に対す

る正しい認識を広め、基本的人権の擁護を図ることを目的とした「地域人権啓発活動活性化事

業」を実施いたします。  

 さらに、「町民まちづくり活動センター」の充実を支援し、行政との協働により、一層の町

民参画型のまちづくりをすすめてまいります。  

 町民に密接した道路環境の整備につきましては、安全で安心できる道路として、町立病院横

の「日の出通り」を拡幅し、車イス、緊急車両などの容易な通行を確保することや、通学路と



なっております「竹浦虎杖浜通り」の歩道整備を行ってまいります。  

 また、老朽化の著しい生活道路を年次計画で改修改善を行うほか、緊急性を考慮しながら道

路簡易舗装、補修を計画的にすすめてまいります。  

 さらに、国道36号を補完する鉄北幹線道路「石山大通」は今年度完成を予定しているほか、

（仮称）「ポロト社台線」につきましては、道道昇格による早期事業化に向け関係機関に要請

してまいります。  

 公営住宅整備事業につきましては、既存の住宅関連の諸計画について、抜本的に見直しを図

ることが必要となっており、本町の住宅・住環境整備の基本方針となる「住宅マスタープラ

ン」を策定するとともに、同計画に基づいた「公営住宅ストック総合活用計画」を策定し、こ

れら諸課題に対応した公営住宅の建設、改善、改修等に関する基本施策を定めてまいります。  

 日の出団地は、耐用年数を超過し、老朽化した中央団地（22戸）、東町団地（42戸）、汐見

団地（16戸）を対象とした建替事業であり、平成８年度から平成14年度までに用地買収及び建

物、周辺整備を行い４棟48戸が完成しております。  

 さらに、平成15・16年度に１棟、平成17・18年度に１棟の建替えを計画しており、平成18年

度に総戸数72戸の団地として完了する予定となっております。  

 一方、建替えにより、空き家となっている公営住宅につきましては、景観・防犯・環境上か

らも強風時の屋根の剥離や飛散、集合煙突の倒壊の恐れがあることから、年次計画で解体をす

すめてまいります。  

 また、老朽化が著しい「旭ヶ丘団地」の物置を、年次計画により改修をすすめてまいります。  

 次に、「健康・福祉」についてであります。  

 健康づくりにつきましては、「保健・福祉・医療のネットワーク」から、高齢者等の実態調

査作業を進める中、その課題や結果の運用システムについて、先進事例の調査を行い、庁内連

携システムの推進と（仮称）「町民カルテ」システムの構築を図ってまいります。  

 また、「たばこ」の煙が、吸わない人に迷惑をかける受動喫煙の防止策として、施設管理者

に必要な対策を求めた「健康増進法」が昨年５月に施行されたこともあり、役場庁舎をはじめ

とする学校、公民館等の公共施設を、禁煙あるいは分煙にして、これらの対応をすすめてまい

ります。  

 町立病院につきましては、不良債務の解消のため、更に経営健全化に努める一方、医療供給

体制の充実を図るとともに経費の削減と増収に努め、より中核医療機関としての使命を果たし

てまいります。  

 地域福祉につきましては、「老人・介護・児童・障がい」の各個別計画に沿って「利用者本

位のサービスの実現」と「サービスの総合化」、「住民の主体的参加の促進」という観点から

共通の理念でつなぎ、個別計画を横断（ネットワーク）する計画として「地域福祉計画」を策

定します。  

 また、福祉関係団体やＮＰＯ等との福祉政策の意見交換を行う「対話の日」を開催してまい

ります。  



 子育てにつきましては、少子化対策の基本となる子育てを念頭において、前年度に引き続き

「次世代育成支援行動計画」を策定してまいります。  

 さらに、「子ども発達支援センター“ひだまり”」とＮＰＯ等との関係機関との連携により、

子どもたちが、健やかに成長できる環境づくりに努めてまいります。  

 障がい者福祉につきましては、すべてが一緒に暮らす社会（ノーマライゼーション社会）の

実現を目標とした「地域生活の支援体制の充実」と「自立と社会参加の促進」、「障壁を取り

除いた社会（バリアフリー社会）の実現」をめざす「障がい者福祉計画」を策定してまいりま

す。  

 高齢者福祉につきましては、「石山・萩野・北吉原地区」の在宅高齢者等の実態を把握する

とともに、寝たきり等の要介護状態にならないよう介護予防サービス等の利用調整を行い、高

齢者等の福祉の向上を図るため、「在宅介護地域型支援センター」の運営を委託し、地域福祉

サービスの提供に努めてまいります。  

 また、健康で多くの高齢者の皆さんが実社会で活躍されている実情に鑑み、「長寿祝い金」

の祝意年齢を見直し、さらには、70歳以上を対象とした「老人温泉入浴券」の無料配布事業を

廃止することといたしました。  

 このことによって、「保健・福祉・医療」の連携と推進から、より多くの町民の方々が、福

祉サービスの提供を享受できる（仮称）「町民カルテ」や「在宅介護地域型支援センター」、

さらには、「地域福祉計画・障がい者福祉計画」の中に盛り込まれる各種施策を、実行へと移

行する考えであります。  

 次に、「生涯学習」についてであります。  

 生涯学習につきましては、子どもからお年寄りまで、学校教育、社会教育そして家庭教育の

一貫した教育機能の充実に努める一方、第１次産業をはじめとする各産業におけるその担い手

づくりや、情報化に対応した情報技術の提供を教育委員会と連携し取り組みをすすめてまいり

ます。  

 幼児教育につきましては、人間形成の基礎を培う教育環境の充実を図るため、各種施策を推

進するとともに、施設老朽化に伴う雨漏りなどで保育運営に支障をきたしている「緑丘保育

園」に対し修繕のための助成を行います。  

 学校教育につきましては、本町のこれまでの歴史において、アイヌの方々と強い関りを持ち

学校においても、様々な形で児童生徒に指導してまいりました。今後は、それらの一層の充実

を図り、子どもたちが郷土に誇りを持つことが大切であると考えます。  

 そのため、教職員の研修会の実施、児童生徒への体験的な活動の充実等をとおし、白老町の

将来を担う子どもたちにアイヌ文化や伝統の素晴らしさを学んでもらうため「ふるさと学習」

事業を推進してまいります。  

 また、将来の学校整備等に備え教育関係施設整備基金積立金を行うとともに、老朽化の著し

い学校教育施設等の延命を考慮し、緊急修繕を計画的にすすめてまいります。  

 次に、昨今の厳しい経済情勢の中、高校、専門学校、短大、大学へ入学する町民の方で入学



資金等の調達が困難な保護者に対し、入学準備金を貸付けるため、白老町入学準備金貸付制度

を新設して、保護者の負担を軽減することにより教育の振興を図ってまいります。  

 社会教育につきましては、町民の多様な学習機会の拡充や情報の提供を行う一方、町制施行5

0周年を記念した各種事業を教育委員会との連携により取り組んでまいります。  

 また、昨年３月に廃校となりました「森野小中学校」及び「こだま園」の活用につきまして

は、その周辺が、豊かな森林資源や雄大な山脈、滝など手付かずの大自然を残しており、さら

には、道道白老大滝線に面し、産業・観光ルートとしても期待が大きい場所であります。  

 このことから、学校施設を含む施設周辺を社会教育施設及び関連施設として、自然体験学

習・文化・レクリエーション活動など、豊かな自然と新たな交通アクセスを生かした、ふるさ

と体験館「森野」と名付けて活用を図ってまいります。  

 芸術・文化につきましては、「歴史と文化のまち」に相応しい、地域の特色を活かした各種

施策を推進するとともに、仙台藩白老元陣屋資料館が開館20周年の記念の年であることから、

「20周年記念特別展」や、倒木を活用した「赤松細工」の製作などを行ってまいります。  

 民族文化につきましては、アイヌ文化を後世に正しく継承する伝承者の人材開発・育成を図

るため、国の緊急雇用対策事業を活用し、アイヌ文化振興に係る雇用の機会を創出してまいり

ます。  

 さらに、アイヌの方々が中心となって町民総意のもと、積極的に事業化を進めています「中

核イオル」についても、この実現に向けて更に取り組みを展開してまいります。 

 スポーツにつきましては、子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に参加できる「生涯スポー

ツ活動」の振興に努めてまいります。  

 また、本町の「旧大昭和製紙野球部」が全国都市対抗社会人野球選手権で優勝を果たし、

「黒獅子旗」が初めて津軽海峡を渡って以来、「野球のまち」としての名声は自他ともに認め

るところであります。  

 これらの輝かしい実績と成果を後世に引き継ぐとともに、野球少年の交流機会の拡充を目指

し、「黒獅子旗」をシンボルとした「北海道中学生軟式野球黒獅子旗記念大会」を開催してま

いります。  

 次に、「産業の振興」についてであります。  

 長引く経済不況からの脱却を目指し、国、北海道とも不況対策を打ち出したことにより、景

気は緩やかな回復傾向を示し、幾分、明るい兆しが見えているものの、未だ自立までには至っ

ておらず、地域経済を取り巻く環境は依然として厳しい状況であります。  

 町民が安心して暮らせるための経済基盤を、より確かなものとしていくため、本町の経済特

性や優位性を十分発揮できる産業の振興、「地産地消」を基本とした地場産業の育成、さらに

は、１次産業から３次産業を連携した産業構造の構築を積極的にすすめてまいります。  

 地方港湾「白老港」につきましては、平成14年の総貨物取扱量が道内地方港湾第１位となり、

平成15年度においてもそれが期待されるなど、その整備効果は着実に現れ、さらなる地域経済

活性化のため、本年から第３商港区の調査設計に着手いたします。島防波堤につきましても、



港内の静穏度確保のため引続き実施し、港湾利用の安全性や利便性を考慮した新たな臨港道路

の建設や、「海の駅」構想についても、具体化に向け関係機関との連携を図ってまいります。  

 また、本年10月に町制施行50周年事業の一環として独立行政法人航海訓練所所属の帆船「日

本丸」が白老港に寄港することも決定したところであります。  

 日本が世界に誇る帆船「日本丸」の雄姿が町民に広く一般公開され、また「セイルドリル」

や「登しょう礼」が身近で観られることは、子どもたちをはじめ、多くの町民に勇気と感動を

与えるものと期待しております。  

 観光産業につきましては、自然・文化・歴史等まちの特性を活かし、近隣のまちと連携した

「広域観光」を推進しながら、各市町村の観光資源等を有効に活用することにより、地場産業

との連携を深め、多様な観光地づくりを行い、各種事業を広域的にすすめてまいります。  

 具体的に申し上げますと本町を含め、西胆振９市町村において、戦略的に広域観光の振興を

図っているところであり、それぞれの特徴ある観光資源をつなげ、足りないものを補い、観光

客等に感動や満足を与えることが重要であると考えております。  

 さらに、登別市との連携による観光産業の振興策として、修学旅行生を中心とした集客事業

を実施しており、体験プログラムの充実、滞在型観光の定着、健康保養型の実証等、関係機関

と連携し、事業化をすすめてまいります。  

 商工業につきましては、景気の低迷により、厳しい経営環境にある中小企業者へ資金融資制

度等による支援を行うとともに、地元企業の受注と地場産品の消費拡大に努めてまいります。  

 また、商店街の振興策は、商工会や関係団体と連携しながら、空き店舗の活用や町外への購

買力流出防止など、地域内経済循環を目的として、商工業の振興に取り組んでまいります。  

 一方、「食材王国しらおい」を構築するため、農畜産物、漁獲物のいわゆる「食」と「観

光」の融合により、町民に信頼される食物をつくることが大切であります。  

 このことは、地域の特産物を利用した料理等をとおして、生産者と消費者の絆をつくること

が必要であり、生産者の生産履歴の義務化などにより、消費者に対して「安全で安心」できる

食品が提供できるものと考えております。  

 畜産振興総合対策事業として進めております「資源リサイクル畜産環境整備事業」につきま

しては、本町が支援する堆肥舎等の整備が今年度で完了する見込みであります。 

 また、農業経営の中で、余暇時間の確保の図り、親子がふれあう機会を創出し、次世代の農

業の担い手の育成を図るなど、「肉用牛ヘルパー制度」の推進をすすめてまいります。  

 さらに、「白老町和牛生産改良組合創立50周年」の記念の年であり、50年のあゆみとなる記

念誌の発行について支援を行ってまいります。  

 一方、町民参加のもと、樹木に対する愛着を深め、緑の環境創出への機運を喚起し、広く町

民に緑化思想の普及を図る「町民植樹祭」を萩の里自然公園内で行い、日本の樹木として「エ

ゾヤマザクラ」、カナダの樹木として「カエデ」（メープル）を植樹する予定であります。  

 水産業の振興を図るため、昨年度に引き続き、ほっき貝の放流事業に対し助成を行うととも

に、白老、虎杖浜、登別の三漁協が本年４月１日に広域合併することから、組織の再編に伴う



事務機器の整備について支援してまいります。  

 また、白老漁業協同組合が保有する冷凍冷蔵施設の老朽化に伴い、「白老港」の漁港区内に

整備する冷凍冷蔵施設の建設費を助成し、水産業の経営効率と漁業者の利便性を図ってまいり

ます。  

 さらに、トータル的に企画、指導、助言を担う漁業専門員の配置につきましては、漁家所得

の向上と漁業協同組合の安定経営を図るため、平成17年度から配置できるよう、登別市との広

域連携により、協議をすすめてまいります。  

 一方、国直轄事業ですすめております「白老海岸」の水産協調型の人工リーフ整備事業は、

今年２基目に着手する予定であり、栽培漁業の振興に大きく寄与するものと考えております。  

 本町をはじめ多くの自治体は、長引く景気の低迷により、企業の倒産、合理化など雇用の問

題を含めて、地域経済は厳しい状況が続いており、その雇用の確保を図るため「しらおいワー

クステーション」を設置いたします。  

 この機能は、地方自治体が行うことができる法改定に伴い、役場内にワークステーションを

設置し、無料職業相談業務の開設や、近隣自治体をエリアに、よりきめ細やかな情報の提供と

収集を行い、就職希望者への的確な職業斡旋と事業所における人材確保を一層すすめてまいる

ものであります。  

 さらに、新卒者や求職者のための雇用の場の創出と、人材育成・確保など、雇用面での対策

を一体的に講ずることによって、地域経済の活性化を図り、本町に住む方々が安心して暮らせ

る町民生活の安定に努めてまいります。  

 また、ワークステーションの雇用推進員をはじめ、萩の里自然公園内の森林空間整備事業な

ど、全９事業を国の緊急地域雇用創出特別対策推進事業として取り組み、延べ約5,300人の雇用

を図ってまいります。  

 次に、「町民活動・行政活動」についてであります。  

 町民活動につきましては、町民と行政がともに「協働」したまちづくりを担うため、「町民

まちづくり活動センター」の運営を引き続き支援するほか、町内会活動の一環として、公園や

公共施設などの雑草除去などを実施・推進するため、草刈機を整備し、自主的な町民活動を促

進する環境の整備に努めてまいります。  

 さらに、ＮＰＯをはじめ、まちづくりに関わる団体と連携しながら、地域コミュニティの活

動やボランティア受け入れの体制、さらには、町職員のボランティア体制の確立を図ってまい

ります。  

 また、本町は、道内の自治体に先駆け「町民との協働」によるまちづくりを進めており、そ

のことは、まちの財産となり、ブランドとして道内外の自治体関係者からも高い評価をいただ

いております。  

 このことから、まちづくりにおける町民参加を更に充実するため、「協働のまちづくり」の

条例化をすすめてまいります。  

 男女共同参画につきましては、男女が社会の対等な構成員として、更に一人ひとりの個性と



能力を十分に発揮できるよう、フォーラムや学習の機会の確保に努めるとともに、現在、男女

共同参画推進懇話会において審議をいただいている「推進基本計画及びアクションプラン」を

策定してまいります。  

 姉妹都市交流につきましては、本年ケネル市において、９月に国際交流の拠点となる「シラ

オイハウス」が完成する予定であり、この施設における日本間の建設費の一部支援と日本文化

を紹介するために本町の文化関係者を派遣し、更に交流を深めてまいりたいと考えております。  

 また、国内においても、町民をはじめ各団体が相互のイベント等に積極的に参加し、町民が

主体となって多くの親善交流が行われるよう環境づくりに努めてまいります。  

 身近な町政につきましては、「町民のために役場を変える」ことを基本に、先ず、「役場窓

口の１時間延長」をはじめ、誰もが気軽に町長に提案できる「町長とのふれあいトーク」を３

月からスタートさせます。さらに、行政情報の公開と町民参加の行政評価制度を充実させ、透

明で開かれた町民主体のまちづくりをすすめてまいります。  

 行財政につきましては、自治体経営の発想に立って、財政の健全化を図るとともに、行財政

基盤の確立と行政サービスの役割分担を含めた第４次行政改革を推進する一方、今定例会開会

中におきまして、全会計を対象とした財政総合対策の内容をお示しする予定でございます。  

 また、町民との協働により策定を進めております新しい「総合計画」及び「都市計画マスタ

ープラン」は、町民との熱心な審議を深めるともに、私の公約の整合性を図る必要があること

などから、現在、第２回定例会に上程する予定で作業を急いでいるところであります。  

 一方、市町村合併につきましては、国の地方制度調査会等において、基礎的自治体のあり方

など、一定の方針が示されつつありますが、「三位一体の改革」や平成17年３月以降の合併特

例法に対する考えが変わってきております。  

 このことから、本町の進むべき道は、町民一人ひとりの考えを最も尊重することを基本姿勢

に、その方向性を十分見極めて判断することといたします。  

 また、昨年の第４回定例会におきまして申し上げました、特別養護老人ホーム「寿幸園」の

整備と運営に関しましては、大局的かつ多角的に検討をすすめており、議会とも十分協議しな

がら、６月までに結論を出す考えであります。  

 本町は、昭和29年に町制が施行されて以来、今年は50周年を迎える記念の年であります。  

 この記念すべき年に当たり10月には記念式典を挙行するとともに、多くの先人の偉業をたた

え将来を展望する節目の年として、広範な住民参加のもと、各種記念事業を行い、今後の白老

町の発展を誓う機会にしたいと考えております。  

 このため、「町民とともに考え、町民自ら参画する」ことを基調に据えて設置した町制施行5

0周年記念事業実行委員会を中心に、子どもからお年寄りまでが楽しく参加できる事業や手づく

りのイベントを展開してまいります。  

 主な事業といたしましては、帆船「日本丸」の寄港をはじめ、小中学生の総合的な学習とし

てスタッフなどの体験学習を兼ねた「子ども演劇鑑賞」事業を初めて取り組みます。  

 さらに、親子が楽しめる「スカイスポーツフェスティバル」やＮＨＫラジオ公開録音「真打



ち競演」、記念パンフレットの作成など、町民がより多く関わりのもてる事業内容となってお

ります。  

 次に平成16年度の予算編成方針について申し上げます。  

 平成16年度の国の予算案が昨年12月に閣議決定され、その中で地方財政の「三位一体改革」

として、国庫補助負担金の廃止・削減とそれに伴う税源移譲、地方交付税の縮減の16年度の具

体的な内容が示されたところであります。  

 白老町における三位一体改革の影響を申し上げますと、町立保育園負担金など国庫補助負担

金等で１億2,200万円の歳入減、そのための税源移譲では3,500万円の歳入増、また地方交付税

は15年度見込み額との対比では、１億8,500万円、５パーセントの削減という大変厳しい結果で

あり、合計すると２億7,200万円もの歳入が減少するという影響が見込まれるものであります。  

 また、地方交付税の減少分を補てんする臨時財政対策債は、従来は交付税と合わせると前年

度並みで維持されてきたものが、全国ベースで29パーセント減額となっており、本町において

も15年度見込み額との対比で１億7,200万円の削減が見込まれるところであります。  

 このような中で、平成16年度における本町の予算編成を行ったところでありますが、一部単

独福祉施策の見直しを行いながらも、町民生活の安定に配慮して一定の行政水準を確保すると

ともに、継続事業の確保とあわせ、高齢社会に対応した施策や町制施行50周年記念事業など新

規事業も盛り込み、不足する財源については各種基金を活用して収支の均衡を図ったものであ

ります。  

 本年度の総予算額は、一般会計、特別会計、企業会計の13会計を合わせて210億3,280万7,000

円であります。  

 これは、前年度の当初予算と比較して、５億4,928万1,000円、2.7パーセントの増であります

が、前年度の６月補正後と比較すると、特別会計の繰上充用金を除いた実質的な比較では１億7,

300万円、0.8パーセントの伸びで、ほぼ前年度並の予算規模となっております。 

 また、全会計の事業費の総額は、前年度の６月補正後との比較で5.3パーセント減の23億8,31

8万8,000円であります。  

 一般会計につきましては、102億9,900万円で、前年度当初予算と比較して７億1,500万円、7.

5パーセントの増となっておりますが、減税補てん債の一括償還に伴う３億2,200万円増額の要

因を除き、前年度の６月補正後との実質的な比較では5,700万円、0.6パーセントの増で、一般

会計につきましてもほぼ前年度並みの予算額となっております。  

 その中の経常経費は、前年度６月補正後予算との対比で３億5,400万円、4.3パーセントの増

でありますが、その主な増加要因を申し上げますと、減税補てん債の一括償還分３億2,200万円

を含め公債費が２億6,800万円の増、３会計の財政健全化支援分１億円を含み、他会計への繰出

しが全体として約１億900万円の増であります。  

 また、減額の主なものは、給与費が三年に一度という退職手当組合追加負担金6,600万円の増

加要因を含みながら5,600万円の減であります。  

 一般行政経費については3,000万円、1.1パーセントの増となりましたが、歳出削減の取り組



みにより7,200万円の削減効果をあげながらも、身体障害者支援費や医療費給付費の増加からプ

ラスになったものであります。  

 なお、高齢化に伴う新たな施策の実施や介護、医療費助成など基本的な福祉の財源を確保す

るため、一律で行ってきた温泉入浴券の支給を廃止するほか、長寿祝金について支給年齢を簡

素化するなどこれまで行ってきた単独福祉施策の一部を見直すことにしたのでご理解をお願い

いたします。  

 事業費についてでありますが、総額は16億2,200万円で、６月補正後の対比で2,500万円、1.6

パーセントの増となっております。  

 継続事業分として、白老港建設事業の約４億8,600万円を含めて75件、約12億3,800万円を計

上したほか、緊急に実施すべき事業として44件、約３億8,400万円の新規事業を盛り込んでおり

ます。なお、事業費の一般財源ベースでは、町債など特定財源の確保により約２億900万円、６

月補正後の対比で約3,500万円の減となっております。 

 次に歳入でありますが、町税については、固定資産税の償却資産分の減などにより、全体と

して、前年度６月補正後対比で4,300万円、1.9パーセントの減を見込んでおります。  

 地方交付税については、34億4,000万円を計上しており、前年度対比で5,000万円、1.5パーセ

ントの増であります。うち普通交付税については、前年度実績より３億5,600万円減の32億4,00

0万円を見込額とし、このうち財源留保分5,000万円を差し引き31億9,000万円を当初での計上額

といたしました。  

 繰入金につきましては、財源不足分として財政調整基金などから４億6,200万円を繰入れする

ほか、特定目的基金も含め合計５億300万円を計上しております。  

 町債につきましては、総額約15億6,800万円でありますが、借換債を含めた減税補てん債と臨

時財政対策債を除いた事業充当分については７億7,000万円で、財政健全化の目標の８億円の範

囲内にとどめております。なお、従来は年度末に追加計上していた財源対策債の調整分につい

て、事業財源の対策として4,900万円を当初から見込んでおります。  

 さらに、事業の財源不足を補うため、備荒資金の超過納付分を8,000万円計上しております。  

 以上総括的に申し上げますと、町税、臨時財政対策債などの歳入一般財源の落ち込みを、各

種基金繰入金や備荒資金で補う組み立てとなっております。  

 次に、特別会計、企業会計について申し上げます。  

 特別会計の中で国民健康保険事業会計や老人保健会計、介護保険事業会計、特別養護老人ホ

ーム事業会計の医療・介護に係わる会計につきましては、医療費や介護給付費の増減に対応し

て、ほぼ前年度並みの予算となっております。  

 公共下水道事業会計につきましては、継続している地区の面的整備を進めるとともに、白老

地区の合流改善緊急計画を策定します。前年度当初予算対比では、終末処理場等補助対象事業

費が減少したことから、１億5,600万円の減となっております。  

 学校給食会計につきましては、給食費の改定は行わず現行のままとし、前年度並みの予算で

あります。  



 また、工業団地造成会計と墓園造成会計も前年度並みの予算額であります。  

 臨海部土地造成事業会計と港湾機能施設整備事業会計は、元金償還金の増額などにより、予

算額が大きく増えております。  

 次に企業会計でありますが、水道事業会計、国民健康保険病院事業会計とともに、収益的支

出と資本的支出の増減はありますが、ほぼ前年度並みとなっております。  

 以上で予算の概要の説明を終わらせていただきますが、これらの予算の細部については、予

算書及び説明資料などによりまして、ご審議いただく際に説明を行いたいと存じます。  

 おわりに、私は、本町が社会環境の変化に順応し、かつ主体的に生き抜いていくためには、

町職員はもとより地域づくりに関わる全ての町民の「知恵」と「行動」は不可欠であると考え

ております。各種の施策は、経営手法を取り入れた町民ニーズを的確に把握し、みんなが共有

できる「新しい総合計画」のもと、効率的で効果的な施策として、町民との協働によってすす

めてまいります。  

 新たな時代の重要な岐路に立ち、これから進むべき道のりには幾多の難題が待ち受けている

ものと思います。  

 しかし、私に課せられた役割と責任を的確に果たすべく、地方分権下における難題に果敢に

挑戦し、かけがえのない「ふるさと白老」の新生と創造、さらには、白老町民の幸せを願い私

に与えられたその職責に全力を尽くしてまいる覚悟でございます。  

 どうか議員並びに町民の皆様のご協力とご支援をお願い申し上げ、平成16年度に当たっての

町政執行方針といたします。  

〇議長（堀部登志雄君） 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午後 １時５９分  

                                         

          再開 午後 ２時１０分  

〇議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

                                         

 


