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１  はじめに  

 

 平成３０年度一般会計予算をはじめ、各特別会計予算の

ご審議をお願いするにあたり、町政運営の方針と施策の大

綱を申し述べ、議員のみなさまはもとより、住民のみなさ

まのご理解とご協力を賜りたいと存じます。  

 

昨年４月の町長選挙におきまして、住民のみなさまのご

支援、ご信託を受け、島本町長の重責を担わせていただい

てから、一年が経過しようとしています。  

行政経験のなかった私が、町政運営を進めてこられまし

たのは、住民のみなさまのご理解、そして議員のみなさま

の温かいご指導ご鞭撻によるものと、改めて心から感謝申

しあげる次第でございます。  

 

 そうした支えを礎に、私は就任以来、職員とともに、児

童増が見込まれる第四小学校の校舎増築や学童保育室の整

備、高齢者のみなさまが住み慣れた地域で安心して生活す

ることができる環境づくり、障害者地域生活支援拠点等施

設の整備に向けた取組、雨水幹線の整備やインフラの長寿

命化など、住民福祉の維持・向上と本町のさらなる発展を

めざして、全力を傾けてまいりました。  

 

本年度は、ＪＲ島本駅西地区のまちづくりを具体化して

いく一年になります。  
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私は、このまちづくりを、単に無機的な都市への転換を

目的とするものではない、桜井地区はもとより島本町全体

の活性化を見据えた、未来志向で夢のあるプロジェクトに

しなければならないと考えております。  

そのために、私は、事業を進めておられる土地区画整理

準備組合のみなさまとともに、四季を感じられ、歩くこと

が楽しくなるような、将来にわたって親しまれる新たなま

ちの実現をめざし、住民のみなさまとも語らいながら、精

力的にまちづくりに取り組んでまいります。  

 

 さて、我が国の経済状況は、雇用・所得環境の改善が続

き、緩やかな回復基調にあり、本年度においても、経済の

好循環の進展と民需を中心とした景気回復が期待されてお

ります。  

こうした中、国では、デフレからの脱却を確実なものと

し、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくべ

く、「人づくり革命」と「生産性革命」に重点を置いた予算

案が示されたところでございます。  

 

私はこれまでも、「まちづくりの根幹は人づくり」と申し

てまいりましたが、持続可能なまちづくりを進めるうえで、

やはり教育は重要であると考えております。  

島本町で育った子どもたちには、島本町に軸足を残した

まま、社会のさまざまな分野で活躍できる人材に育ってほ

しいと願っております。  
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成長して町外に出る人も多いとは思いますが、「やはり

島本」と戻ってきてくれる、あるいは遠方に暮らしていて

も故郷を大切に想い続けてくれる、島本に愛着をもつ子ど

もたちを育てたい。  

このため、私は本年度も「まちづくりの根幹としての人

づくり」そして「小さな町の豊かな暮らし」をめざし、財

政との整合を図りながら、必要な投資を行ってまいります。 

 

本年度の一般会計予算は、小学校へのＩＣＴ機器の整備

などの教育環境の充実、民間保育所の開設支援などの待機

児童対策、橋梁の長寿命化などの「安全なまちづくり」の

取組などを重点に据え、編成させていただきました。  

歳入においては、町税はほぼ前年度並みとなるものの、

地方交付税は前年度を下回る見込みであり、総額では、昨

年度に比べて約３億１千万円の減額を見込んでおります。  

一方、歳出においては、昨年度に比べて総額は減少して

いるものの、一般財源での歳出は増加しており、多額の財

源不足を補うため、積立基金を約８億７千万円取り崩すな

ど、厳しい財政状況が続いております。  

 

このため、今後も歳入の確保と歳出の削減に努めること

はもちろん、住民のみなさまと行政が協働し、適切に役割

を分担しながら、創意工夫をもって、厳しい財政状況の中

でも魅力あるまちづくりを進められるよう、努力してまい

ります。  



4 

 

これらの方針のもとに編成いたしました、平成３０年度

当初予算の予算規模は、  

一般会計    １１０億６，９００万円  

各特別会計    ８１億６，０８２万６千円   

水道事業会計    ７億４，８２０万円    

合計     １９９億７，８０２万６千円  

でございます。  

 

 

２  平成３０年度主要施策  

 

それでは、平成３０年度の主要施策について申し述べます。 

 

⑴  平和と基本的人権尊重のまちづくり  

 

 まず、「平和と基本的人権尊重のまちづくり」について  

でございます。  

 

 基本的人権は、侵すことのできない永久の権利です。

「島本町人権擁護に関する基本条例」に基づき、また部落

差別解消推進法など関係法の趣旨を踏まえ、すべての人の

人権が尊重される、差別のない社会の実現に向け、努力を

重ねてまいります。  

 併せて、「核兵器廃絶・平和都市宣言」の趣旨に基づき、
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平和意識の普及・高揚に努めます。  

 

 性別にかかわりなく一人ひとりの個性を尊重し、個人の

能力を十分発揮できる社会の実現に向け、「しまもとスマ

イルプラン～第２期島本町男女共同参画社会をめざす計画

～ (改訂版 )」に基づく取組を進めてまいります。  

 

 人権文化センターについては、トイレのバリアフリー化

及びエレベーターの設置が実現したことを踏まえ、今まで

以上に住民の交流拠点施設として親しまれ、より多くの住

民のみなさまにご利用いただけるよう、各種事業の推進に

努めてまいります。  

 併せて、町内の人権啓発関係団体と協力し、将来に向け

た効率的かつ効果的な組織の在り方を検討してまいります。 

 

 

⑵  歴史と文化を大切に自然環境を生かした個性のある  

  まちづくり  

 

次に、「歴史と文化を大切に自然環境を生かした個性のあ

るまちづくり」についてでございます。  

 

地下水涵養や防災、自然環境の保全を目的として、住

民のみなさまや企業との協働による森林整備を積極的に

推進してまいります。  



6 

 

島本町環境基本計画に基づき、人と自然が共生できるま

ちづくりを行うため、事業を行うにあたって、生物多様性

に配慮するためのガイドラインを策定いたします。  

また、国民運動「 COOL CHOICE」に賛同し、住民のみな

さまの地球温暖化対策への理解と、自発的な取組の機運を

醸成するための普及啓発に取り組みます。  

 

清掃工場の長寿命化が図れるよう適切な維持補修に努め

るとともに、管理運営方法について検討してまいります。  

また、ごみの出し方に関する新たな情報源として、スマ

ートフォンのアプリを提供し、利便性の向上と分別の徹底

を図ります。  

さらに、再生資源等の持ち去り行為の防止対策を実施し、

併せて使用済小型家電に含まれるレアメタルを再資源化す

るためのリサイクル事業を導入し、さらなるごみの減量化

や再資源化の向上に努めてまいります。  

 

高槻市へのし尿処理の事務委託に伴い、閉鎖した衛生化

学処理場の撤去事務を進めてまいります。  

 

不適正な土砂埋立て等行為を規制し、災害の防止及び生

活環境の保全に努めてまいります。  

 

近年、全国各地で豪雨が頻発・激甚化していることなど
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を踏まえ、「地域防災計画」の見直しを行います。  

また、災害時における避難所での多様な情報入手手段の

確保及び利用者の利便性向上を図るため、ふれあいセンタ

ーに公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）を整備いたします。  

併せて、住民のみなさまの防災意識の向上のため、防災

指導員とともに、自治会及び自主防災会等への出張講座や

訓練に参加し、各地域での防災力向上の取組を進めてまい

ります。  

 

土砂災害の危険性が高まった際に適切に避難できるよう、

出水期に合わせて「土砂災害ハザードマップ」の全戸配布

を行い、住民のみなさまへの啓発に努めます。  

また、大雨による被害を軽減するため、本町が管理する

沈砂池や水路を点検し、必要箇所の浚渫工事を行います。  

併せて、土砂災害特別警戒区域内の住宅に対する移転・

補強工事の補助制度を導入し、被害の防止・軽減に努めて

まいります。  

 

救急出動件数が増加傾向にありますことから、救急車の

適正利用と応急手当の普及啓発に努めます。  

また、高規格救急車を更新するとともに、救急救命士を

気管挿管などの各種研修に継続して派遣し、救急隊員の資

質と救命効果の向上に努め、住民のみなさまの救急要請に

的確に対応してまいります｡ 

 

消防施設では、救助工作車を更新し、救助活動体制の充
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実を図るとともに、継続して、消防分団小型動力ポンプ積

載車の更新を行い、災害への対応力の向上に努めます。  

また、住宅用火災警報器設置の啓発活動を継続し、火災

をはじめとする災害被害の抑制・軽減に努めます。  

  

高槻警察署をはじめ、防犯委員会等関係機関との連携を

より一層深め、近年増加傾向にある侵入盗や特殊詐欺被害

等の防止に努めます。  

また、引き続き、自主的に街頭防犯カメラを設置する自

治会への補助を行い、地域の防犯活動を支援いたします。  

併せて、高齢者をターゲットにした特殊詐欺や悪質商法

などの被害を防ぐ詐欺被害防止機器の貸与事業に取り組む

とともに、消費者相談室や啓発講座など、消費者施策の推

進に努めてまいります。  

 

市街化区域内の農地において、新たに生産緑地を導入す

るため、都市計画手続きを進めるなど、本町の地域特性に

合わせた都市農業振興の取組を進めてまいります。  

 

商工会などの関係団体と連携し、シェアリングエコノ

ミーに関する事業や住民主体の活動、創業を支援すると

ともに、町内外への情報発信を行うなど、観光振興・定

住促進のための取組を継続的に進めてまいります。  

併せて、商業の活性化について、駅前商店街等の事業

者を対象としたタウンミーティングを開催し、課題やニ
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ーズ把握などを行い、地域の課題解決をめざします。  

 

まちの魅力をＰＲするため、公式マスコットキャラク

ター「みづまろくん」の活用を促進するとともに、事業者

によるグッズ展開の支援などを行ってまいります。  

 

 

⑶  住民参加と時代の変化に対応したまちづくり  

 

 次に、「住民参加と時代の変化に対応したまちづくり」に

ついてでございます。  

 

「広報しまもと」をはじめとする広報媒体を活用し、本

町の施策やまちの魅力について、わかりやすく親しみの持

てる情報発信に努めるとともに、町ホームページのスマー

トフォン対応やデザイン変更などに向けたリニューアルを

行います。  

 

町長が直接対話させていただくタウンミーティング「し

まもトーク」や町長席を、引き続き実施してまいります。  

また、住民委員会については、本年度で従来の提言活動

を一旦終了され、これまでの総括及び今後の組織の在り方

について検討される予定であり、引き続き役員のみなさま

との意見交換を行ってまいります。  
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ボランティア情報センターについては、昨年度実施した

登録団体へのアンケート結果の検証を踏まえ、具体的に今

後の在り方を検討いたします。  

 

国際交流については、姉妹都市であるフランクフォート

市との人的交流をめざし、調査研究を行います。  

 

 

⑷  安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづくり  

 

 次に、「安全で快適に暮らせる生活基盤の整ったまちづ

くり｣についてでございます。  

 

 ＪＲ島本駅西地区については、ＪＲ島本駅西土地区画整

理準備組合に対する具体的な財政面での支援も検討しなが

ら、引き続き技術的支援を行います。  

まちの将来を見据え、新たなまちの顔となる駅前の玄関

口として、自然と調和した、にぎわいと親しみのあるまち

なみに誘導してまいります。  

 

百山地区の土地利用については、都市計画マスタープラ

ンに基づく産業系地区として、居住環境と調和した研究機

関などの集積を促進できるよう、当該地区の用途地域等、

具体的な都市計画の変更を検討してまいります。  
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大型開発等に伴い、通行量の増加が見込まれる町道東大

寺水無瀬鶴ヶ池幹線をはじめとする役場周辺道路の整備を

計画的に進め、交通安全対策に取り組んでまいります。  

 

「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の補修工事等

を計画的に進めるとともに、桜井跨線橋について、ＪＲ軌

道上空部分の実施設計や、鉄道事業者との協議を進めてま

いります。  

 

適正管理が行われていない空家等の情報を整理するため、

空家等実態把握調査を実施し、空家等対策計画の策定に向

けた取組を進めてまいります。  

 

水道事業については、本年度から平成３３年度までを計

画期間とする「水道事業財政計画」に基づき、効率的な事

業運営に努めるとともに、引き続き、大阪広域水道企業団

から、年間配水量の約１割の高度浄水処理水を受水し、安

定供給に努めてまいります。  

 

「水道管路更新等計画」に基づき、老朽配水管の布設替

えと耐震化を図るとともに、大薮浄水場関連施設の耐震化

等に向けた取組を進めてまいります。  

併せて、災害時における、町内の消火栓を活用した応急

給水の実施に備え、応急給水用資機材の充実を図ります。  

 



12 

水道料金及び下水道使用料の支払いに係る利便性向上の

ため、クレジットカード決済の導入を検討してまいります。 

 

公共下水道事業については、平成３１年度から公営企業

会計に移行できるよう、事務を進めてまいります。  

また、本年度から平成３３年度までを計画期間とする「公

共下水道事業財政健全化計画」に基づき、財政状況を注視

しながら計画的に事業を進めてまいります。  

 

下水道整備のうち汚水整備については、引き続き、供用

開始区域の拡大に努めてまいります。  

雨水整備については、平成３２年度の完成を目途とする

五反田雨水幹線の整備などとともに、流域下水道高槻島本

雨水幹線の接続工事の早期完成に向け、高槻市と連携を図

ってまいります。  

また、既存の下水道施設についても、老朽化等に起因す

る破損などにより、住民生活や社会活動に影響を及ぼさな

いよう、改正下水道法に基づき事業計画を変更するととも

に、国の下水道ストックマネジメント支援制度を活用し、

計画的かつ効率的な維持管理に努めてまいります。  
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⑸  少子高齢社会に対応し福祉の充実したまちづくり  

 

次に、「少子高齢社会に対応し福祉の充実したまちづく

り｣についてでございます。  

 

健康づくりの推進のために実施する「健康マイレージ事

業」については、引き続き、特定健診・がん検診の受診率

の向上に努めるとともに、他事業との連携による制度拡充

を図り、健康寿命の延伸につなげてまいります。  

 

三島二次医療圏域における救急医療を将来にわたって安

定的に確保するため、大阪府や３市１町の関係機関等と連

携し、三次救急医療の拠点である三島救命救急センターの

移転に向けた検討や協議を進めてまいります。  

 

国民健康保険については、本年度から都道府県が保険者

となるため、府の運営方針に則した円滑な制度運営に努め

てまいります。  

また、本年３月策定の「第３期特定健康診査等実施計画」

に基づき、生活習慣病の予防事業を積極的に実施してまい

ります。  

 

後期高齢者医療については、高齢者が安心して医療を受

けられるよう、引き続き大阪府後期高齢者医療広域連合と

連携し、円滑な事業運営に努めてまいります。  
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介護保険については、本年３月策定の「第７期保健福祉

計画及び介護保険事業計画」に基づき、高齢者が住み慣れ

た地域で安心して過ごすことができる地域包括ケアシステ

ムの深化・推進を図るため、地域において「医療」「介護」

「予防」「住まい」「生活支援」の各サービスが切れ目なく

一体的に提供できる体制の整備に努めてまいります。  

また、新たな独自減免制度を創設し、さらなる低所得者

対策を講じてまいります。  

 

地域包括支援センターについては、新たな運営形態での

事業運営に向けて検討を進めてまいります。  

 

介護予防・健康づくりを推進するため、引き続き「いき

いき百歳体操」及び「かみかみ百歳体操」の地域での展開

に対し積極的な支援を行ってまいります。  

 

認知症の方やその家族に対し、早期に相談や支援を開始

する「認知症初期集中支援チーム」を設置し、認知症の早

期診断や早期対応に向けた支援体制の構築を図るなど、認

知症施策の充実に努めてまいります。  

 

ひとり暮らし高齢者世帯に加え、昼間独居となっている

世帯にも緊急通報装置を貸与し、対象の拡充を図ります。  
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高齢者や障害者等のみなさまの利便性の向上や社会参加

を促進するため、「福祉ふれあいバス」の今後の在り方につ

いて、検討を行ってまいります。  

 

「第４期地域福祉計画」を策定し、子どもから高齢者ま

で誰もが安心していきいきと生活できる地域づくりを進め

てまいります。  

また、自殺対策基本法に基づく「自殺対策計画」につい

ても、一体的に策定いたします。  

 

生活困窮者自立支援制度については、社会福祉協議会を

はじめ関係機関と連携し、生活保護には至らない低所得の

方に対する各種支援事業を実施してまいります。  

また、生活保護事業についても、相談や申請に適切に対

応するとともに、被保護者の就労を支援し、自立につなが

るよう努めてまいります。  

 

子どもが気軽に立ち寄り、食事や遊び、勉強などができ

る「子ども食堂」の活動を支援する補助制度を創設いたし

ます。  

 

障害者施策については、本年３月策定の「第３次障害者

計画」及び「第５期障害福祉計画」に基づき、各種施策や

サービス提供体制の充実を図ってまいります。  

また、「障害者地域生活支援拠点等施設」の平成３１年
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度からの開設をめざし、整備運営事業予定者による整備を

支援してまいります。  

 

子ども医療費助成については、引き続き対象者拡大に向

けた検討を行い、一定の方向性を示します。  

 

子育て支援については、平成３２年度からの次期「子ど

も・子育て支援事業計画」の策定に向け、子育て世代への

ニーズ調査を実施いたします。  

 

保育所において、多くの待機児童が発生していることか

ら、「新規保育士等臨時給付金事業」や「保育士雇用補助事

業」等を継続するとともに、保育の受け皿を拡充するため、

民間事業者による保育所整備に補助を行います。  

 また、町立保育所及び町立幼稚園の預かり保育に介護員

を新たに配置いたします。  

 

学童保育において、一斉メール配信ソフトを導入し、気

象警報発令時等における保護者への迅速な連絡体制を構築

いたします。  

 

 

⑹  生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり  

 

 次に、「生涯学習の振興と教育の充実したまちづくり｣に
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ついてでございます。  

 

次期学習指導要領に対応した、ＩＣＴ（情報通信技術）

の効果的な活用による、わかりやすく深まる授業の実現を

めざし、小学校コンピューター教室の機器更新に併せて、

タブレットパソコンの導入や普通教室へのプロジェクター

の設置など、授業と校務の両面をサポートするＩＣＴ環境

を整備いたします。  

 

小学校社会科の副読本「しまもと」について、カラー化

及び内容の見直しを行い、子どもたちの郷土理解の向上に

努めてまいります。  

 

小学校で新たに始まる「特別の教科  道徳」については、

児童が、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、

自立した人間として他者と共によりよく生きるための基礎

となる道徳性を醸成できるよう、教育活動全体を通じた取

組を推進いたします。  

 

英語教育については、引き続き、外国語指導助手による

就学前の英語活動及び文部科学省の教育課程特例校として

の取組、実用英語技能検定受験者への補助等を通じ、中学

校卒業時に英検３級程度の学力が身に付くよう取り組みま

す。  
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教育相談については、年々増加する相談に適切に対応す

るため、相談日を増やし、相談体制の充実を図ります。  

 

生徒指導については、「いじめ・不登校（虐待）対策連

絡会」の開催や関係機関とのさらなる連携を図り、組織的

な取組を推進いたします。  

 

第二幼稚園については、施設の耐震化や老朽化が課題と

なっており、また、園児数が定員を大きく下回っているこ

となどから、本年度末で閉園することとし、施設の解体設

計業務に取り組みます。  

また、跡地には、民間事業者による「認定こども園」の

設置を進めてまいります。  

 

第四小学校校舎改修等工事とともに、第一小学校との親

子方式による完全給食の実施に向け、事務を進めます。  

また、第三小学校体育館屋根の改修工事を行い、避難所

としての機能の充実を図ります。  

併せて、第二中学校テニスコートの改修工事とともに、

校舎の屋上防水及び外壁塗装工事の実施に向けた設計業務

を行います。  

 

子どもの安全・安心の取組については、平成２８年度に

設置した防犯カメラの適切な運用と、高槻警察署などの関

係機関や地域の安全ボランティアの方々との連携による取
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組を引き続き推進することとし、小学校下校時のメロディ

ーパトロールについては終了いたします。  

 

就学援助費については、中学校入学時における一時的な

保護者負担の軽減を図るため、中学校新入学生徒の学用品

費等を小学校在学中に支給できるようにいたします。  

 

教職員の働き方改革については、勤務時間を客観的に把

握するためのタイムカードや、勤務時間外における教職員

の負担軽減を図るための留守番電話の導入など、長時間労

働への対策に取り組みます。  

 

町立体育館の整備については、役場庁舎の耐震化など優

先課題の進捗状況を踏まえ、町財政との整合性を図り、判

断してまいります。  

 

町立キャンプ場については、ツキノワグマやスズメバチ

などの危険に対する安全対策や立地条件に起因する緊急時

の対応、さらには費用対効果の面から、本年度をもって閉

鎖する方向で事務を進めてまいります。  

 

歴史文化資料館については、京都国立博物館に寄託され

実物を見る機会の少ない、水無瀬神宮所有の後鳥羽天皇に

係る国宝２点の複製を作成し、町内外からの来館者に本町

の文化財をＰＲしてまいります。  
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また、駅前という立地を踏まえた「にぎわいづくり」の

資源として、正面広場や史跡桜井駅跡のより一層の活用に

努めてまいります。  

 

「第３次子ども読書活動推進計画」を策定し、時代の変

化に対応した、学校・家庭・地域の連携による読書環境づ

くりに努めてまいります。  

 

夏休みの子どもの居場所づくり事業については、より多

くの子どもたちに参加していただけるよう、これまでの取

組で得た意見などを検証し、工夫・改善に努めてまいりま

す。  

 

 

⑺  住みよいまちづくりの実現に向けた行政運営  

 

 最後に、「住みよいまちづくりの実現に向けた行政運営」

についてでございます。  

  

本年度は、本町のさまざまな計画の上位に位置づけられ

る、新総合計画基本構想の策定に着手いたします。  

 

本町では、第四次総合計画が掲げるまちの将来像「自然

と調和した個性と活力ある人間尊重のまち」の実現をめざ

し、町政各般にわたる取組を推進しておりますが、本計画
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は、平成３１年度を目標年次としております。  

このため、住宅開発に伴う子育て世代などの増加、高齢

化の進展、公共施設の老朽化及び各種災害への対応、広域

連携や地方創生の推進など、本町の現状及び本町を取り巻

く社会動向などを踏まえ、中長期的な展望に立った新たな

基本構想の策定に、取り組んでまいります。  

 

また、本町のような小規模自治体が、基礎自治体として

行政責任を果たしていくうえで、最少の経費で最大の効果、

組織及び運営の合理化を求めるためには、広域連携を進め

ることが重要な課題であります。  

このため、本町が抱える課題を踏まえ、広域連携を一歩

でも前に進めることができるよう、努力してまいります。  

 

厳しい財政状況の中、限られた資源を有効に活用して安

定的に行政サービスを提供するため、本年度のなるべく早

い時期に次期「行財政改革プラン」を策定するとともに、

民間活力の活用、個人給付や補助金の見直し、保有資産の

利活用など、具体的な取組を進めてまいります。  
 
自治体クラウドについては、電算関係経費の節減、業務

負担の軽減、災害時におけるデータバックアップ等を目的

として、導入に向けた取組を進めてまいります。  

 

夜間や休日においても各種証明書の交付を可能とするコ
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ンビニ交付については、本年度に一定の方向性を示します。 

 

直面する重要な施策を着実に推進していくため、職員一

人一人が目的意識、目標意識、時間意識、コスト意識、改

善意識などの意識を持ちながら、職務に取り組んでいける

よう、健康でいきいきと働き、その能力を最大限発揮する

ことができる職場環境づくりに努めてまいります。  

 

寄附金を活用する事業の内容や成果を明確にしたガバ

メントクラウドファンディングにより、ふるさと納税制

度を充実してまいります。  

 

役場庁舎の耐震化については、できるだけ早期に実施で

きるよう、取り組んでまいります。  

 

ふれあいセンターについては、計画的な予防保全による

長寿命化をめざし、空調機及び給湯機更新工事、屋上防水

工事等の実施に向けた設計業務等を進めてまいります。  

 

 

３  むすび  

 

以上、平成３０年度の町政運営の基本方針及び主要施策

の大綱を申し述べました。  
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私は就任以来、定期的なタウンミーティングの開催など、

私自身が地域に出向き、直接対話させていただく機会の拡

充に努めてまいりました。  

 

 現在、住民のみなさまからの町政に対するご意見は、ウ

ェブサイトから２４時間いつでも投稿していただくことが

できますが、そのような体制が整っているのに、何故あえ

て地域に出向くのかと問われることがあります。  

 

近年、都市型の生活スタイルの広がりや、高齢化による

担い手の減少などにより、地域における自治機能の低下が

懸念されております。  

私は、住民のみなさまからのご意見を直接お伺いするだ

けでなく、住民のみなさまが自ら地域の課題を考え、とも

に解決に取り組んでいただけるような地域社会を、これま

で以上にしっかりと醸成してまいりたいと考えております。 

 

そのため、私は本年度も「協働のまちづくり」の一層の

推進をめざし、地道な努力を重ねてまいります。  

 

議員のみなさまのご指導とご鞭撻、住民のみなさまのご

理解とご協力を心からお願い申しあげ、施政方針とさせて

いただきます。  

 


