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令和５年度七飯町施政方針 

 

Ⅰ はじめに 

 

令和５年第１回七飯町議会定例会の開会に当たり、本年度の町政執行

に臨む基本姿勢と施策の一端を申し述べ、議会議員の皆様をはじめ、町

民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

政府は、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付を

２類相当から５類に引下げ、ウィズコロナの取組をさらに進めながら平

時の日本を取り戻そうとしており、３年に及ぶコロナ禍からの社会正常

化を迎えようとしています。 

 

さて、七飯町まちづくり基本条例の前文には、「私たちのまち七飯町は、

温暖な気候、豊かな水と緑に恵まれ、日本における西洋式農法を基盤と

した近代農業発祥の歴史を持つ町です。また、七飯町は、秀峰駒ケ岳と

大沼国定公園を擁する自然豊かな町でもあります。（中略）私たちは、町

民憲章の精神にのっとり、これまで先人たちが築いた歴史や文化を次世

代に引き継ぎ、美しい自然を守り育て、誰もが安心して暮らせるまちづ

くりを進める責任があります。」と記載されています。 
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 私たち行政に携わる職員一人一人がさらに町政に関心を持ち、自主・

自律のまちづくりを目指して常に改善・改革を実現し、未来をつくる子

どもたちの健やかな成長を応援し、誰もが安心して暮らせる七飯町の実

現に向け邁進してまいります。 

 

 これまで皆様とともに培った知識や経験のほか、４０年余りの行政経

験を生かして、「未来に向かって輝く七飯町」の実現のため、「町民の声

を生かして創る七飯町」を基本に、誠心誠意努めてまいりますので、議

会議員の皆様及び町民の皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 
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Ⅱ 町政に臨む基本方針 

 

 当初予算編成は、町長就任後初めてとなりますが、近い将来を見据え

た施策を主なものとして編成にあたりました。 

 

 現在稼働している函館新幹線総合車両所は、北海道新幹線札幌延伸と

なる２０３０年にフル稼働となり、この地域に鉄道関連事業を中心とし

た雇用拡大が見込まれ、七飯町の将来を見据えた計画的なまちづくりと

チャンスを活かした施策が必要であります。 

 新函館北斗駅から札幌駅まで、距離にして２１２キロメートルの札幌

延伸は、札幌までの移動時間が約１時間となるなど大幅な時間短縮をも

たらし、七飯町で生まれ育った若者が札幌の大学に通学することや、大

学卒業後には七飯町に地元就職する可能性も、夢のようですが期待でき

るものとなります。 

 

 また、北海道新幹線札幌延伸と並行して進められている北海道縦貫自

動車道大沼トンネルの本坑着工などの高速道路網整備により、今後、益々、

七飯町が南北海道の交通の要衝になるものと期待できます。 

 将来的に流通拠点となることを見据えながら、これまで整備されたイ

ンフラを最大限活用し、町内の企業支援はもとより、地の利を活かして

新たなマッチング企業の誘致を進めるなど、雇用拡大・確保に努めてま

いります。 
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 また、少子高齢化により日本全体の人口減少が進んでおりますが、令

和４年１２月末までの１年間の住民基本台帳人口移動報告によれば、北

海道内１７９市町村の内、転入者が転出者を上回るいわゆる社会増とな

った３５市町村には七飯町も含まれ、上位５番目となるなど、４年連続

で社会増を継続しつつ、人口減少を微減にとどめております。 

 

引き続き、基幹産業である農業・観光において、新幹線や高速道路網

などの交通インフラを最大限活用した施策によって、後継者の育成、持

続可能な雇用体制や人材確保など、生産人口の確保に努め、移住・定住

の促進によって地域経済が元気になる町を目指してまいります。 

 

 その中で、子どもから高齢者までが文化・芸術・スポーツに親しみ生

きがいを持って暮らせる健康寿命を高めるまちづくりを目指し、併せて

堅実でバランスの取れた計画的で効率的な行財政運営に努めてまいりま

す。 

 

 今後も、令和２年３月に策定した第２期七飯町まち・ひと・しごと創

生総合戦略を基本に、子育て支援、住環境の整備、企業誘致、教育の充

実、産業の育成など多岐にわたり波及効果が大きい施策に力を注ぐこと

で人口減少の進行を微減にとどめられるよう、次の４つの基本的視点に

より、具体的な施策を引き続き実行してまいります。 
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① 子どもを安心して産み育てられる。 

② 住み続けたいと思える生活環境を整える。 

③ 食や観光をはじめとする力強い産業と雇用の場をつくる。 

④ 七飯町らしさを活かして人を呼び込み・呼び戻す。 

 

 また、第５次七飯町総合計画に七飯町が進む方向性が示されておりま

すが、本年度は後期５年間の３年目となることから、各種事業の着実な

取組を継続するほか、町民待望の図書館とスポーツセンターの基本構

想・基本計画に着手してまいります。 

 

 本年度の町政に臨むに当たり、社会経済情勢の変化に的確かつ迅速に

対応し、これからの時代にふさわしい行政サービスの提供とより効果

的・効率的な行政運営の実現に向けて、全庁を挙げて取り組んでまいり

ます。 

 

 詳細な施策の概要につきましては、次の「主要施策の推進」でご説明

申し上げますが、事務事業の優先順位を見極めながら、一般会計１１３

億３千４百万円の予算を編成いたしましたので、ご理解ご協力のほどお

願い申し上げます。  
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Ⅲ 主要施策の推進について 

 

本年度の主要施策については、町政運営の指針であります第５次七飯

町総合計画の基本構想及び基本計画に沿って、ご説明申し上げます。 

 

第１ 安全・便利なまち 

 

はじめに、道路・交通ネットワークについて述べてまいります。 

道路の整備については、関係機関と連携を図りながら、安全で安心な

交通網の形成に努めてまいります。 

本年度の町道整備については、社会資本整備総合交付金事業で１路線

の整備事業、橋梁長寿命化関連で３橋梁の修繕事業、久根別川広域河川

改修事業に伴う道負担金事業で１橋梁の架替関連事業、単独事業で１５

路線の改良舗装及び排水整備工事を施工してまいります。 

 

国道については、北海道縦貫自動車道大沼公園インターチェンジから

七飯インターチェンジ間のトンネル工事の本坑工事が着工されておりま

すが、さらなる早期完成を要望してまいります。 

 

道道については、大沼公園鹿部線、大沼公園線、大野大中山線及び七

飯大野線の整備促進について、引き続き、北海道に要望してまいります。 
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河川については、北海道が事業主体の久根別川広域河川改修事業のほ

か、藤城川、水無沢川及び蒜沢川の砂防事業の整備促進について、引き

続き、関係機関に対し要望してまいります。町河川については、２河川

の浚渫
しゅんせつ

工事、１河川の排水路整備などを施工してまいります。 

 

 地域公共交通については、七飯町地域公共交通計画に基づき、現在、

ハイヤー・タクシー運賃負担軽減実証実験を実施していますが、この実

施結果を基に、より効果的で利用しやすい公共交通施策の展開に向けて、

鉄道、路線バス、タクシー等既存交通手段に加え、新たな交通手段の可

能性を含めた総合的な交通体系の構築に向けた検討を重ねつつ、町民を

はじめ、人々の移動の利便性を向上させる持続可能な地域公共交通ネッ

トワークの構築に努めてまいります。 

 

 次に、住宅・市街地の整備について述べてまいります。 

空き家対策については、「七飯町空家等対策計画」を更新し、実態調査

に基づいた空き家の適正管理を推進するため、七飯町空家等除却費補助

金制度などの活用を促し、昭和５５年以前に建築された住宅の建て替え

促進と周辺環境に影響を与える恐れのある危険な特定空家解消に努めて

まいります。 

 

公営住宅の整備については、桜Ｂ団地９号棟及び本町上台団地５号棟

の屋根や外壁の改修工事を施工してまいります。 
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次に、交通安全・防犯について述べてまいります。 

交通安全対策については、家庭や地域、学校、そして関係諸団体等と

連携を密にし、児童・生徒・高齢者の交通安全教育の徹底を図るととも

に、刻々と変化する交通事故情勢に対応しながら交通安全運動を展開し

てまいります。 

また、超高齢社会に伴い、高齢ドライバーが増加する中で、運転操作

ミス等による痛ましい事故が発生していることを鑑み、運転に不安のあ

る７０歳以上の高齢者を対象に、高齢者運転免許証自主返納支援事業を

継続し、交通安全対策に努めてまいります。 

 さらに、未登録や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車等の運行に

係る臨時運行許可（仮ナンバー発行）を、役場本庁舎及び各出張所でも

取り扱えるように、臨時運行許可事業に着手してまいります。 

 

防犯については、被害の未然防止に向け、警察や地域及び関係団体等

との連携を一層密にし、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指して

まいります。 

また、外灯のＬＥＤ照明については、外灯組合や町内会等、関係団体

と協働し、維持管理に努めてまいります。 

 

次に、消防・救急・防災について述べてまいります。 

消防及び救急については、七飯消防署に令和６年度整備予定の油圧救

助器具購入経費に充当するための基金を、引き続き、積み立ててまいり
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ます。 

 

防災については、避難行動要支援者の個別避難計画作成について、地

域住民や関係機関のご協力をいただきながら進めてまいります。 

防災行政無線設備の活用については、Ｊアラートの発動や災害時など

のいざという時に効果的な運用ができるよう、日頃から、適正な維持管

理に努めてまいります。 

また、地域コミュニティＦＭを活用した「町政だより七飯町」や毎月

発行する町広報紙による情報発信にも努めてまいります。 

 

次に、情報ネットワークについて述べてまいります。 

デジタル技術・情報通信技術を最大限に活用しながら、ＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）を積極的に推進し、各種届出・申請のオ

ンライン化などにより住民の利便性を向上させるとともに、業務の効率

化を図り、行政サービスのさらなる向上につなげてまいります。 

 

マイナンバーカードについては、コンビニエンスストアでの戸籍関係

証明書等交付サービスや医療機関等での健康保険証の利用のほか、オン

ラインによる税の確定申告に加えて、転出届や転入・転居の受付予約が

可能となったことから、引き続き、普及促進に努めてまいります。  
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第２ 快適なまち 

 

はじめに、環境施策の総合的推進について述べてまいります。 

有害鳥獣駆除については、鳥獣被害防止計画に基づき、鳥獣被害対策

実施隊と連携して、人身被害の防止はもとより、農業被害の防止に取り

組んでまいります。 

 

大沼環境保全対策については、ラムサール条約登録湿地である大沼の

豊かな自然環境を次世代につなぐため、大沼ラムサール協議会の活動を

支援するなど各関係機関と連携し、環境保全の施策を進めてまいります。 

また、次代を担う子どもたちの環境学習の一環として、大沼の自然環

境観察を通じて自然の大切さやふるさとの魅力の一端に触れ、素晴らし

い自然を未来につなげ成長し続ける人材の育成に努めてまいります。 

さらに、大沼の豊かな自然環境を町外の方に広く知っていただき、七

飯町の移住・定住人口や関係人口拡大に向けて、引き続き、移住体験の

提供を実施してまいります。 

 

大沼の水質浄化対策については、北海道と連携し、湖水や流入河川の

監視と測定を行い、その結果や現場の状況に合った改善対策を実施する

など、大沼環境保全計画に基づいた水質浄化に努めてまいります。 
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下水道処理区域外の生活排水対策については、戸別合併処理浄化槽の

設置を推進し、引き続き、公共用水域の水質汚濁の防止と生活環境の保

全に努めてまいります。 

 

次に、循環型社会の構築について述べてまいります。 

廃棄物対策については、持続可能な循環型社会の構築を目指して、分

別の徹底やリサイクルの推進による資源の再利用を促進することで、ご

みの減量を図るとともに、不法投棄の防止等に、住民、事業者、行政が

一体となって取り組んでまいります。 

 

次に、脱炭素社会の推進について述べてまいります。 

世界的に脱炭素社会の実現に向けた動きが加速する中、２０５０年ま

でに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指しており、公共施設の照明ＬＥＤ

化改修事業を順次進め、省エネルギー化を図ってまいります。 

 

次に、上下水道の整備について述べてまいります。 

水道事業については、改訂された七飯町水道ビジョン並びに七飯町水

道事業経営戦略に基づき水道水を安定供給するため、施設の適切な維持

管理、更新並びに耐震化を行うほか、隔月検針・請求の実施等による効

率化を進め、七飯町公営企業経営審議会より答申された水道料金の適正

化を実現してまいります。 
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下水道事業については、各種計画等に基づき、既存施設の更新を効率

的に進め、施設の適切な維持管理を行います。 

また、七飯町公営企業経営審議会より答申された特定環境保全公共下

水道の汚水処理方式の見直しについて、新汚水処理方式の選定に必要と

なる調査・設計等をさらに進め、施設等の概算建設費用の算出や懸案事

項等の整理・協議を行い、将来の汚水管路更新等を見据えた下水道事業

の経営に努めてまいります。 

 

次に、公園・緑地について述べてまいります。 

公園の整備については、七飯総合公園（あかまつ公園）の噴水内防水

層やテニスコートの表層ひび割れ補修のほか、階段手摺設置工事を施工

してまいります。 
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第３ ふれあい・安心のまち 

 

はじめに、保健・医療体制の充実について述べてまいります。 

保健については、社会環境や生活の変化による様々な健康課題に向け

て、生涯にわたり健康でいきいきと暮らしていけるよう、町民一人一人

が主体的に自ら積極的な健康づくりや食生活の改善を目指し、さらには

「生きることの包括的な支援」を受けられるよう、家庭、地域、社会全

体で支援する環境づくりを効果的に推進するため、令和６年度から令和

１１年度までに及ぶ「第４期健康づくり基本計画」の策定に着手してま

いります。 

本年度では、従前までの健康施策に加え、新たに５０歳以上の全町民

を対象に帯状疱疹ワクチン費用の自己負担額を半額助成し、免疫低下に

よる疾患リスクを軽減する対策を強化いたします。 

また、国の方針による自殺対策のさらなる強化に向け、役場窓口業務

に関わる職員が町民の発するＳＯＳサインを的確に捉えるため、人材育

成事業として「ゲートキーパー研修会」を新たに導入し、必要な支援の

提供を行ってまいります。 

 

母子保健については、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない子育

て支援を行うため、保健センター内に設置されている「子育て世代包括

支援センター」において、妊娠・出産・子育てに関する必要な情報提供・

助言、保健指導を行ってまいります。 
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 さらに、国の交付金事業として町が事業主体となる出産・子育て応援

交付金事業を推進し、妊婦及び子育てをしている家庭に寄り添い、面談

や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなげる伴走型

相談支援と子育てに必要な経済的支援を行ってまいります。 

 また、健やかな成長の確認とともに、就学に向けた準備を目的とする

５歳児健診事業の推進については、保健師・町内幼保職員・教育委員会

や学校などの関係機関が協力し合い、健診後のケアや就学までのサポー

ト支援を行うなど、町独自の施策として継続的に実施してまいります。 

 

次に、地域福祉について述べてまいります。 

複雑・複合化した支援ニーズに対応するため、町民、町内事業者など

と連携して、子ども、障がい者、高齢者、生活困窮など、分野や属性・

世代を問わず「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一

体的に実施する重層的支援体制整備を推進してまいります。 

さらに、地域における課題の解決や共助の促進を図るため、要援護者

支え合い事業、ボランティアポイント事業、成年後見制度利用支援など

を効果的に活用し、すべての町民の方々が暮らしやすい地域共生社会の

実現に向けた取組を実施してまいります。 

また、本年度は、七飯町第５期総合保健福祉計画の分野別計画である

「第５期地域福祉計画」、「高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計

画」、「第７期障がい福祉計画」、「第３期障がい児福祉計画」及び「第５

期障がい者プラン」を策定してまいります。 
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次に、高齢者福祉について述べてまいります。 

新型コロナウイルス感染症防止と地域における介護予防・フレイル予

防活動の両立を図りながら、高齢者の方々が主体的に健康づくりや生活

習慣の改善に取り組めるように支援するとともに、元気な高齢者が、老

人クラブ・老人クラブ連合会などで行う健康・友愛・地域貢献活動など

を通じて、生きがいを持って生活することで、人生１００年時代を見据

えた高齢者の健康増進を支援してまいります。 

 

介護保険事業については、町民の方々が自ら健康に関心を持ち、地域

において主体的に健康活動に取り組む支援を行うとともに、地域住民と

の協働による地域介護予防活動支援事業の支援や、有償ボランティアに

よる生活援助と外出支援を組み合わせた生活支援サポート事業の充実を

図るとともに、認知症の方やその家族を支援する生活支援や、見守り活

動の強化のほか、認知症サポーターへのステップアップ講座を実施して

まいります。 

 また、介護サービスの円滑な運営については、介護サービスを支える

人材の確保が喫緊の課題であり、引き続き、介護職員初任者研修受講補

助事業を実施してまいります。 

 

次に、障がい者福祉について述べてまいります。 

障がい者自立支援給付事業や地域生活支援事業など各種サービスや総

合的な相談支援対応を図りながら、住み慣れた地域で自分らしい暮らし
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を続けられるよう、それぞれの状況やニーズに応じたサービスを提供し、

住み慣れた地域の中で安心して自分らしく自立した生活ができるよう支

援してまいります。 

 

次に、社会保障について述べてまいります。 

国民健康保険特別会計については、引き続き、特定健診の受診勧奨や

自己負担を無料とし、併せて、人間ドック、脳ドック、高齢者インフル

エンザ予防接種助成事業の継続など、疾病予防や重症化予防のための事

業を積極的に進め、病気の早期発見、早期治療により、増加する医療費

の抑制に努めながら、健全運営を目指してまいります。 
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第４ 育むまち 

 

はじめに、子育て支援の充実について述べてまいります。 

安心して子育てができる環境の確保を目指し、町内外で運営されてい

る保育園・認定こども園等との連携を図り、保護者の就労状況や家庭状

況など個々のニーズに沿える保育選択の相談支援を強化するとともに、

認可外保育施設を利用する０歳児から２歳児までの保育料負担を軽減す

るため、保護者の所得に応じて助成金を支給し、待機児童を発生させな

い対策を図ってまいります。 

また、町内保育園の完全給食化を実施し、子どもたちに温かいごはん

を提供するとともに、保護者負担の軽減を図ってまいります。 

 

ひとり親家庭については、生活基盤の安定を図るため、就労や生活相

談などの支援を進めてまいります。 

 

放課後児童健全育成事業については、公立及び民間の学童保育クラブ

が連携し、公立と民間を合わせた受入れ可能数と利用者数の推移を見極

めながら、待機児童を発生させない取組を進めてまいります。 

具体的には、公立と民間の利用料差額の助成について、一人当たり最

大４，０００円を６，０００円に増額するとともに、公立学童保育のみ

が実施していた多子世帯の利用料助成分を民間学童保育にも適用し、保

護者の負担を軽減してまいります。 
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本町地区及び大中山地区の各「子育て支援センター」並びに大沼多目

的会館で実施している「ちびっこ広場」を、地域子育ての支援拠点とし

て、子育てに関する相談や情報提供と、親子交流などのイベントを開催

しながら楽しく子育てができるよう子育て世代を支援してまいります。 

また、子育て支援アプリ「ななっぷる」を活用し積極的に子育て情報

を発信してまいります。 

 

支援が必要な児童や家庭に対しては、昨年開設した「七飯町子ども家

庭総合支援拠点」の下、庁内関係部局が連携し子どもと保護者に寄り添

った支援を展開するとともに、児童相談所、教育委員会、保育所などの

関係機関との情報共有を図りながら、児童虐待の未然防止・早期発見・

早期対応の対策強化に努めてまいります。 

また、多様な取組を行っている民間団体と連携し、子どもの居場所の

確保など必要な支援を進めてまいります。 

 

これらの子育て世代への支援の拡充を図るため、「子ども・子育て応援

基金（仮称）」の創設を検討し、子育てをしやすい環境づくりに取り組ん

でまいります。 

 

次に、教育関係について述べてまいります。 

教育関係については、教育行政方針において、学校教育、生涯教育、

スポーツ振興など詳細に示されておりますので、尊重してまいります。 
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学校教育の充実については、子育て世帯を支援するため、小学校への

新入学時に必要な教材等の学用品の購入に対して助成し、負担軽減を図

ってまいります。 

 

第５次七飯町総合計画に基づく図書館、スポーツセンター等の社会教

育施設整備については、庁内外に検討委員会を設置し、基本構想、基本

計画を策定してまいりますが、施設整備の財源の確保については、計画

的に社会教育施設整備基金へ積み立ててまいります。 

 

また、本年度から東大沼多目的グラウンド（トルナーレ）の維持管理

については、民間委託を進めてまいります。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により中断されていた広島への平和

大使派遣事業については、再開し、平和教育事業の一環として町内中学

生６名を派遣してまいります。 

姉妹都市アメリカ・コンコード町への海外交流派遣研修事業について

は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しながら、実施に向け

た検討をしてまいります。 

国内交流については、姉妹都市香川県三木町をはじめつながりのある

自治体と交流を深めてまいります。  
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第５ 活気とにぎわいのまち 

 

はじめに、農林水産業の振興について述べてまいります。 

農業については、経済活動の正常化が進みつつあり、農畜産物の消費

等に関係する外食産業は上向き基調の動きがみられるものの、国際情勢

等の影響を含め依然として予断を許さない状況ですが、今後も継続的に

食料の安定供給が求められる中、担い手の確保や、集出荷予冷施設の活

用により、引き続き、産地の差別化と高品質で安全、安心な農畜産物の

生産・出荷に努めてまいります。 

 

林業については、森林環境譲与税や七飯町森林環境譲与税基金を財源

とした、木育支援活動や二酸化炭素吸収源としてカーボンニュートラル

にも貢献する民有林の整備に向けた事業を実施してまいります。 

また、七飯町森林組合と連携し各種町有林事業等を実施してまいりま

す。併せて、災害・防災対策の一環として、引き続き、治山事業の要望

を行ってまいります。 

 

大沼の内水面漁業については、生態系への影響が生じないよう、漁業

資源の確保に注視しつつ、大沼環境保全対策協議会をはじめとした関係

機関と連携し、水質改善に資する活動等を支援してまいります。 
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次に、商工業について述べてまいります。 

商工業については、中小企業の産業振興と経営の安定化を図るため「商

工業経営安定資金融資保証料補給」及び「商工業経営安定資金融資利子

補給」を継続してまいります。 

また、町内の消費拡大と町内企業への活力を与え、域内循環の促進を

図るため、「ななえ赤松街道納涼祭」、「ななえ町グルメ発表会」のイベン

トを支援してまいります。 

さらに、公益財団法人函館地域産業振興財団などと協力し、創業支援

事業及び函館地域経済牽引事業促進協議会における事業などで地域経済

の活性化を図るとともに、企業誘致を進めてまいります。 

併せて、地域活性化企業人制度を活用しながら地域産品の開発を進め、

「ふるさと納税」の寄附の拡大に向けた取組を積極的に推進し、安定し

た財源となるように努めてまいります。 

 

 物産振興については、ななえ町物産振興協議会の活動を支援するほか、

地場産品の販路拡大及び物産振興を推進するため「物産展等出店支援補

助」を実施してまいります。 

 

次に、観光について述べてまいります。 

観光については、大沼国定公園を中心とした優れた自然を活かし、今

年の秋に開催される「アドベンチャートラベル・ワールドサミット北海

道」を見据えて、体験観光をさらに推進するため、大沼体験観光づくり
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実行委員会の事業を支援するとともに、一般社団法人七飯大沼国際観光

コンベンション協会など関係団体と連携しながら「大沼湖水まつり」、「大

沼函館雪と氷の祭典」など様々なイベントの開催を通じて観光振興に取

り組んでまいります。 

また、地域活性化企業人制度を活用し、食・観光及びイベントなどＳ

ＮＳによる情報発信を強化してまいります。 

 

次に、雇用対策について述べてまいります。 

雇用対策については、雇用機会の拡大を図るため、特定求職者を雇用

する事業主に対して、国の助成金に上乗せして補助をしてまいります。 

また、町内の求人情報の周知などハローワークと連携していくほか、

南渡島通年雇用促進支援協議会を通じて、事業者に対して通年雇用化へ

の働きかけを継続するとともに、通年雇用に必要な資格や技術向上を図

るための技能講習などを実施し、就労と雇用を促進してまいります。 

さらに、七飯町シルバー人材センターと連携し、高齢者が働くことを

通じた社会参加と生きがいの充実を目指してまいります。 
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第６ ともに歩むまち 

 

はじめに、協働のまちづくりについて述べてまいります。 

町民と行政と議会が協力し合い、自ら考え、行動し、暮らしの声を生

かした町民主体の協働のまちづくりが必要であります。 

「町民の声を生かして創る」まちづくりを進めるため、昨年から開催

している地域懇談会（タウンミーティング）の効果的な運用により、町

政運営の参考あるいは町政に反映するためのご意見を拝聴し生かせるよ

う努めてまいります。 

 

次に、自立する自治体経営について述べてまいります。 

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の歳入・歳出両面における影

響のほか、少子高齢化の進展に伴う社会保障関係費の増加や公共施設等

の老朽化による施設の改修・修繕等の経費が大幅に増加するなど、今後

も厳しい財政運営が続くことが予想されます。 

 

そのような中にあっても、町民生活に必要な行政サービスを安定的に

提供しつつ、重要施策の推進や新たな課題に対応するために必要な財源

を確保できるよう、引き続き、第６次行財政改革大綱に沿って、将来に

わたり持続可能な財政基盤の構築に向けて取り組んでまいります。 

また、歳入の積極的な確保としては、国や北海道からの有利な補助金

の確保や徴収すべき歳入の向上に積極的に取り組むとともに、自立経営
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の視点に立ち、未利用資産の売払いや利活用、ふるさと納税や企業版ふ

るさと納税寄附金の積極的な受入れなど、様々な工夫を凝らして多様な

財源の確保に努めてまいります。 

 

 

Ⅳ むすび 

 

以上、本年度の町政執行についての所信と主な施策の概要について、

述べさせていただきました。 

 

終わりになりますが、本年度から、町民待望の図書館とスポーツセン

ターの基本構想・基本計画に着手しますが、町民の声を生かして進めて

まいります。 

また、これからの時代に重要となるゼロカーボン施策やＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）施策、老朽化した公共施設の長寿命化施

策など、時代のニーズに対応すべく「町民の声を生かして創る七飯町」

を築いてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

町民の皆様の暮らしを守るため、議会議員の皆様及び町民の皆様と積

極的に対話し、協調と融和によって全職員一丸となって町政を執行して

まいりますので、皆様の力強いご支援ご協力をお願い申し上げ、本年度

の施政方針といたします。 


