
            
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 施政方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉 村 町 
 

 



1 

 

１ はじめに 

令和２年玉村町議会第１回定例会の開会にあたり、令和２年度の町政運営に対する方

針及び予算の大要につきまして所信を申し述べ、町民の皆様並びに議員各位のご理解と

ご協力をお願い申し上げる次第であります。 

私は、去る１月２６日の町長選挙におきまして、多くの町民の皆様からご信任をいた

だきましたことに深く感謝するとともに、ここに、初めての施政方針を述べるにあたり、

課せられた使命と責任の重さに身の引き締まる思いと、これからの町政運営に対する決

意と覚悟を胸にしているところでございます。 

そして、就任以来、町長としての責任と責務を日々実感しているところでございます

が、選挙戦を通じて町民の皆様に約束いたしました私の公約につきましては、町民の皆

様の声にしっかりと寄り添うとともに、議員各位や職員との対話を密にし、公約実現に

向けて、不退転の決意で、全身全霊で取り組んでまいる所存でありますので、重ねて、

より一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

２ 令和２年度町政運営の基本方針とその概要 

それでは、令和２年度の町政運営の概要についてご説明いたします。 

令和２年度の町政運営にあたりましては、政策立案の両輪とした総合計画及び総合戦

略が改定の時期を迎えているため、「第５次総合計画後期基本計画」の仕上げと検証、新

たなステージを迎える「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進を前提とした枠組み

の中で、令和という新たな時代を築く主役は、一人ひとりの町民の皆様という考えの下、

人口減少及び少子高齢化に真正面から立ち向かうとした国の施策と歩調を合わせ、幼児

教育・保育無償化の推進などによる社会保障の充実をはじめ、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の

実現やＳＤＧｓへの対応、国土強靭化などの取組へ大胆に投資し、子どもや若者をはじ

め、現役世代も高齢者も女性も障害や難病のある人も、誰もが生きがいを持って活躍で

きる３万６千人余の総活躍のまちを目指した共生社会の実現に取り組んでまいります。 

そのような背景を踏まえて編成した令和２年度の予算は、財源確保が極めて厳しい状

況の中、限られた財源を効率的かつ効果的に配分する「選択と集中」を基本に、喫緊の

課題である「人口減少対策」と「財政健全化」の取組に加え、これからの長寿社会・人
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生１００年時代を見据えた「町民誰もが幸せと喜びを感じることのできる地域社会の実

現」、すなわち「全世代型の地域福祉の推進」及び昨今の大規模な自然災害等への対応や

昨年１０月の台風１９号の経験を踏まえた備えなど「防災・減災まちづくりの推進」に

向けた取組に重点配分を行いました。 

その結果、一般会計予算の総額は、１０９億円、対前年度比０．４％の減となり、厳

しいながらも創意・工夫により、「未来に希望をつなげる予算」として、全世代のまちづ

くりへの思いに配慮した編成を行うことができたと思っております。 

また、国民健康保険特別会計をはじめとする４つの特別会計の予算総額は、６２億８，

１４４万４千円、企業会計である水道事業会計予算は、１０億２，３９９万１千円、企

業会計へ移行した下水道事業会計予算は、１７億９，６０６万９千円となり、一般会計

を含めた全会計における予算総額は、対前年度比０．３％増の２００億１５０万４千円

となりました。 

各会計の詳しい内容につきましては、それぞれの予算案の中でご説明させていただき

ます。 

一方、本町を取り巻く財政状況は、依然として厳しく、平成３０年度決算において、

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、９６．１％と引き続き硬直化傾向を示すとと

もに、実質単年度収支は赤字であり、臨時財政対策債の発行や財政調整基金の取崩しな

ど臨時的な財源措置も行っていることから、構造的にも予断を許さない状況が続いてお

ります。 

加えて、人口減少、少子高齢社会という時代の中で、現役世代の減少など、人口構造

の変動を踏まえれば、今後の社会保障関連経費の増大や公共施設の老朽化に対応してい

くため、持続可能で安定した「財政基盤の確立」にしっかりと向き合うとともに、町民

の皆様の声にしっかりと寄り添い、必要な行政サービスを安定して継続していけるよう、

財政健全化の道筋を確かなものにする必要があります。 

したがいまして、新年度では、本町が将来にわたって持続的に発展し続けていけるよ

う、安心安全で活力のある「未来に希望をつなげる町づくり」に向けて、前例踏襲に踏

みとどまることなく、スピード感をもって諸施策に取り組んでまいります。 
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なお、新型コロナウイルス感染症の拡大が大変懸念されるところでありますが、その

対策につきましては、国や県、医療機関をはじめとする関係機関と緊密な連携を図り、

町民の皆様の安全・安心な暮らしを守るため、万一に備えた体制づくりはもちろん、今

後の感染症の広がりを注視しながら、迅速かつ適切に対応してまいりますのでご理解と

ご協力をお願いいたします。 

それでは、「第５次総合計画」の分野ごとに、新年度の取組についてご説明いたします。 

 

第１ 健康・福祉分野 

第１に健康・福祉分野の「子育てしやすく、健康で安心して暮らせるまち」について

ご説明申し上げます。 

まず、地域福祉の充実です。「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現に向けて、「地

域福祉計画」・「自殺対策計画」・「成年後見制度利用促進基本計画」を３本の柱に、子ど

もからお年寄り、障がい者、誰もが住み慣れた地域で行政と町民の皆様が一体となって

支え合う総合的な地域福祉の充実に取り組んでまいります。 

現在、少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域

社会を取り巻く環境が変化し、特に、若い世代を中心に希薄な近所付き合いがみられる

中で、地域で助け合う関係性をより一層強めていくことが課題となっております。「我が

事・丸ごと」の地域づくりを育む仕組みの構築として、「支え手側」と「受け手側」に分

かれるのではなく、町民と地域に関わる人が地域福祉に関心を持ち、主体的な参加が得

られるよう意識啓発を行うとともに、地域における、あらゆる町民の皆様が役割を持ち、

支え合いながら、自分らしく活躍できる地域共生社会の実現を目指してまいります。 

そのような地域共生社会の実現に向けて、コミュニティソーシャルワーカーを中心と

した総合相談窓口の充実を図るとともに、地域におけるアウトリーチ活動を活発化し、

ローラー作戦の実施などにより、地域において生活上の問題を抱える人やその家族の支

援とその人たちが暮らす生活圏の環境整備や住民同士のネットワーク化など、地域福祉

計画に基づいた支援を行ってまいります。加えて、心のバリアフリー研修、いわゆるＤ

ＥＴ研修を開催し、社会にある障害、差別、偏見をなくし、障がい者を含むすべての人

たちが暮らしやすい地域共生社会の実現に向けた取組を推進してまいります。 
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次に、成年後見制度利用促進基本計画の推進では、認知症高齢者やひとり暮らし高齢

者の増加が見込まれる中、成年後見制度の利用の必要性が高まっていることから、制度

の理解促進や不正防止に向けた広報活動及び普及啓発を図るとともに、相談支援体制の

充実や地域連携を推進するなど、本制度の利用促進を図ってまいります。 

また、自殺対策計画の推進では、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」に

向けて「自殺者ゼロ」を目指した本計画に基づき、悩みに寄り添える人材の育成として

「ゲートキーパー」の養成や自殺予防に関する研修会や講演会による普及啓発活動によ

り、「いのち」と「こころ」を大切にする地域社会づくりを進めてまいります。 

次に、子育て支援体制の充実です。人口減少に歯止めをかけるためには、「親が働きな

がら子どもを安心して産み育てられる環境づくり」を進めることが必要であります。 

そこで、本年度策定した「第２期子ども・子育て支援事業計画」に基づき、切れ目の

ない支援による子育ち・子育て支援環境の整備・充実を図ることにより、子育て世代か

ら「住みたいまち」として選ばれる環境づくりを進めてまいります。 

まず、子育て支援の充実として、昨年１０月からスタートした幼児教育・保育無償化

制度により、国の基準では対象とならない保育所及び幼稚園等の３歳から５歳児の副食

費を無償化し、子育て世代の経済的な支援を積極的に行うことで、本町の子育て支援に

対する魅力を高めることにより、近隣市からの移住定住にも期待いたします。 

また、保育所の待機児童解消対策では、核家族化や女性の社会進出に伴う共働き世帯

の増加により、３歳未満児の保育の需要が高まっていることから、現在、受け皿の確保

を図っているところであり、新年度では、新たな民間保育所の誘致にあたり、施設整備

費の支援を行ってまいります。 

一方、放課後児童クラブの待機児童解消対策についても、受け皿の確保を図るため、

これまでに民間事業者による開設を支援してきましたが、学校における余裕教室を活用

した放課後児童クラブについても、順次拡充を行っており、新年度では、玉村小学校に

続いて、この４月から芝根小学校での運営が開始されます。また、これら学校施設内で

の放課後児童クラブの開設に伴い、西児童館及び健康の森児童館においては、親子の交

流や子育て相談、育児支援など子育て支援全般に特化した「地域子育て支援拠点」とし

て位置付けるとともに、健康の森児童館では、子どもたちが、より安全で利用しやすく
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魅力的な施設として指定管理者による運営を行うため、改修工事を行ってまいります。 

今後も計画的に、より安全で過ごしやすく魅力のある児童福祉施設の拡充に努めてい

きたいと考えております。 

なお、保育士等の人材確保が深刻化する中、公立においては、会計年度任用職員制度

導入に伴う処遇改善を図ることにより、働きがいのある職場づくりを進めるとともに、

民間保育施設が行う障がい児保育環境の充実のため、障害加配
か は い

補助の拡充を図ってまい

ります。 

次に、児童虐待問題では、依然として深刻な虐待事件が後を絶たず、社会全体で取り

組むべき重要な課題となっているため、見守り体制を強化するとともに、関係機関との

連携を密にし、問題を抱えている子育て世帯への迅速かつ適切な支援を行ってまいりま

す。 

また、子どもの貧困対策では、子ども食堂や学習支援に取り組む民間活動を積極的に

支援するとともに、ひとり親家庭の小学生児童を対象とした無料学習支援を実施し、町

の未来を担うすべての子どもたちが笑顔で夢と希望を持って健やかに成長できるよう

支援してまいります。 

さらに、「国際教育特区」である本町の魅力を高めるため、民間事業者を含めた町の保

育所や幼稚園等において、子どもたちが外国人講師と楽しく遊びながら英語に親しむ機

会を提供し、子どもの頃から英語に触れる環境の底上げを図ることで、保育の質の向上

及び英語教育活動の充実に努めてまいります。 

なお、幼児教育・保育無償化の推進や小学生から中学生までの給食費の一部免除、フ

ァミリー・サポート・センターによる病児・病後児一時預かり利用料の一部助成など、

引き続き子育て世代の負担軽減を図り、経済的な子育て支援をより充実することで、若

い世代が安心して子どもを産み育てられる環境づくりに努めてまいります。 

これら魅力ある取組の推進により、「子育て・教育に熱心な町」として、若い世代を町

に呼び込み、若い世代が多く住む町として、子育てしやすい環境づくりに努め、子育て

世代の育児と仕事の両立を積極的に支援してまいります。 

次に、高齢者福祉の充実です。いわゆる２０２５年問題では、国民の３人に１人が６

５歳以上、５人に１人が７５歳以上という「超高齢社会」となり、医療や介護、福祉サ
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ービスなど、社会保障費の急増が見込まれております。 

国では、この問題を「地域包括ケアシステム」という仕組みを構築することで解決を

図ろうと様々な法整備や改革を推し進めてきました。 

本町においても、こうした状況を見据え、病気を抱えても住み慣れた生活の場で療養

し、自分らしい生活を続けることができるよう、また、重度な要介護状態になっても住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・

医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の確立を

目指し、そのシステム構築の核となる「地域包括支援センター」をより身近で利用しや

すくするため、３ヵ所まで拡大し、地域における医療・介護などの関係機関が連携して、

包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行っているところであります。 

今後においてもその「地域包括支援センター」が、地域の相談窓口として、地域に暮

らす人たちの介護予防や日々の暮らしを様々な側面からサポートできるよう引き続き

支援してまいります。 

また、高齢者の知識と経験は地域社会を支える貴重な社会資源であり、その必要性は

益々高まっております。よって、この資源を活かし高齢者が地域社会で活躍できるよう

シルバー人材センターやボランティア・ＮＰＯ団体などの活動団体と連携を図りながら、

高齢者の多様な就労機会の確保や雇用促進、啓発活動に努めるとともに、様々な地域活

動への参加のきっかけづくりとなるよう、身近な地域で自身の介護予防に取り組む「筋

力向上トレーニング」のほか、「ふれあいの居場所づくり」などにおける多種多様な活動

を積極的に進めてまいります。 

また、認知症の予防と支援を推進するため、「認知症サポーター養成講座」や地域での

介護予防の普及啓発活動を行う「健康サポーター養成講座」の開催などにより、たくさ

んのサポーターを養成し、町全体で介護予防に取り組みながら、認知症になっても安心

して暮らせるやさしいまちづくりを積極的に進めてまいります。 

さらに、「見守り」、「支え合い」、「助け合い」など、同じ地域に暮らす住民同士が行っ

ていく地域支え合い活動を推進するため、「第１層協議体」及び小学校区毎に発足した

「第２層協議体」の活動が、地域社会全体の取組として、より広がり、より充実したも

のとなるよう積極的に支援してまいります。 
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なお、新年度では、結婚６０周年及び５０周年を迎えられたご夫婦に対する「ダイヤ

モンド婚・金婚祝記念式典」を復活し、長く連れ添ったご夫婦の長寿と健康をお祝いし、

町として敬意を表します。そしてこの間、式典が開催されなかった故、その時期にあり

ながら出席できなかったご夫婦にも、もちろんお声掛けさせていただきます。 

次に、障がい者福祉では、「障害者福祉計画」に基づき、障がい者が住み慣れた地域で、

障がいのない人と同じように暮らし、自立して社会に参加できる共生社会の実現に向け

て、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく多様なサービスを提供してまいります。 

次に、社会保障の充実では、広域化された国民健康保険制度や後期高齢者医療制度、

介護保険制度の安定した運営を図るとともに、中学校卒業までの医療費無料化をはじめ

とする福祉医療制度により、健康の保持及び増進を図ってまいります。 

なお、新年度では、令和３年度からスタートする「第８期高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画」を策定してまいりますので、介護予防に重点を置いた各種サービス事業

の効果的な活用により、県下一高いとされた介護保険料の上昇をできる限り抑制するよ

う努めていきたいと考えております。 

次に、保健予防・健康づくりの推進です。子どもを産み育てやすい環境づくりのため、

妊娠・出産・子育てに関わる様々な相談に応じ、必要な情報・サービスの提供など、妊

娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う拠点として、新たに「子育て世代包

括支援センター」を開設するととともに、産婦健康診査及び産後ケア事業を実施し、出

産後間もない時期の産婦に対する支援強化と出産後の母親の育児不安の解消や産後う

つの予防、新生児への虐待予防など、母子に対する心身のケアや育児サポート全般につ

いて、これまで以上に子育て世代の支援充実を図ってまいります。 

また、大人の生活習慣病予防改善対策では、スポーツプログラマーや栄養士によるメ

タボリックシンドローム改善教室や高血糖予防教室など、徹底した運動指導と栄養指導

を実施してまいります。 

 

第２ 教育・文化分野 

第２に教育・文化分野の「心豊かな人材を育み、郷土の歴史・文化を大切にするまち」

についてご説明申し上げます。 
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まず、幼児教育・学校教育の充実です。はじめに、幼児教育では、昨年１０月からス

タートした幼児教育・保育無償化制度に伴い、町単独による幼稚園等の副食費の無償化

推進などにより、子どもたちが家庭の状況に左右されることなく、等しく質の高い教育

が受けられるよう幼児教育の充実を図ってまいります。 

一方、学校教育では、教員の多忙化が社会問題となり、働き方改革への対応が急務と

なっているため、引き続き、教員が児童・生徒への指導や教材研究等、本来の業務に専

念できるよう負担軽減を図るため、全小中学校に教員の事務作業を補助するスクール・

サポート・スタッフ及び中学校における運動部活動指導員の配置時間を拡充し、教職員

の支援充実とともに、部活動の質的向上を図ってまいります。 

また、学校現場では、「教員の働き方改革」にとどまらず、「子育て・教育に熱心な町」

として、「児童・生徒の学び方改革」を進めてまいります。具体的には、昨年、新たに整

備した校務系と教育系のコンピュータシステムにおいて、最先端のセキュリティを担保

しつつ、「教員の働き方改革」では、全教職員を対象に整備したパソコンにより、教員の

スキルアップはもとより、スムーズな情報共有やペーパーレス化など、校務の効率化と

時間外勤務の削減を進めるとともに、「児童・生徒の学び方改革」では、これからの時代

に不可欠となるＩＣＴ機器を活用した児童・生徒の情報活用能力を育ててまいります。 

特に、小学校ではプログラミング教育が全面実施となるため、デジタル教材等の充実

を図るとともに、各教室のみならず、体育館にも Wi-Fi環境を整備しているため、タブ

レット端末や電子黒板など大型モニターの活用により、これまでの取組を土台に、ＩＣ

Ｔ環境の整備・充実による新たなＩＣＴ教育を実践することで、より「主体的・対話的

で深い学びの授業」に取り組んでまいります。 

また、小中学校では、日本語の習得が必要な外国籍の子どもたちの増加に伴い、日本

語教室の拠点である中央小学校に加え、南中学校にも日本語教室を開設するため、指導

補助員の配置を拡充させるとともに、県立女子大生との連携を強化するなど、子ども一

人ひとりの状況に応じた適切な支援の充実を図ってまいります。 

次に、不登校の問題では、教育相談体制の充実を図り、ふれあい教室による一人ひと

りの気持ちに寄り添った教育支援を行うとともに、通級教室では、３歳児からを対象と

した適切な指導及び支援により早期対応を図っているところでありますが、特別な支援
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を要する子どもたちの増加に伴い、既存の教室では手狭となり、十分な指導時間も確保

できないことから、幼児・児童・生徒の発達段階に応じた指導及び支援充実のため、玉

村小学校の余裕教室を活用した学校施設内での本格的な通級教室の開設に向けて準備

を行ってまいります。 

次に、生涯学習の推進です。地域における生涯学習活動の啓発及び推進を図るととも

に、さわやか教室をはじめとする町民各種講座を開催し、時代の要請に応じた学習機会

の提供を行ってまいります。また、青少年の健全育成では、関係団体と連携し、野外活

動や奉仕活動の体験活動を通して、心身ともに健全な青少年の育成を図ってまいります。 

次に、文化財・地域資源の保護・活用です。本町を代表する観光資源の一つである玉

村八幡宮とその周辺を広くアピールすることにより、町民にも観光客にもその魅力を十

分に知ってもらい、歴史資産としての価値を一層高めるとともに、地域に根ざした文化

の継承と創造的な文化活動を推進してまいります。 

芸術・文化活動の推進では、引き続き、文化センターにおける多彩な芸術・文化事業

を実施することにより、町民の芸術・文化に対する意識の高揚を図ってまいります。 

なお、新年度では、老朽化した文化センター駐車場の外灯について、ＬＥＤ化更新工

事を行い、利用者の利便性の向上を図ってまいります。 

スポーツ・レクリエーション活動の推進では、町民誰もが、それぞれのライフステー

ジに応じて、いつでも気軽にスポーツ・レクリエーション活動に取り組むことができる

よう町民体育祭や町民スポーツ教室などに取り組み、町民の心身のリフレッシュと健康

保持の増進を図るとともに、社会体育館のトレーニングルームには、利用者からの要望

の声が多かった大型冷風機を設置してまいります。 

 

第３ 自然・環境・安全分野 

第３に自然・環境・安全分野として「豊かな自然と共生する、安全で環境に優しいま

ち」についてご説明申し上げます。 

まず、公園・緑地の充実及び河川・水辺環境の保全では、誰もが安心して安全に利用

できるよう適切な施設の維持管理を行うとともに、地域における小規模な公園について

は、効果的な利活用を図るため、地域住民による協働管理を積極的に進めます。 
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また、町民の憩いの場として人気の高い東部スポーツ広場に小型遊具を設置するなど、

町民の利用を促進いたします。 

なお、五料地内の名所復活の要望に応えるため、五料公園南側の利根川河川敷右岸に

三本松を植樹いたします。 

次に、環境保全・環境共生の推進です。新年度では、「生活環境を改善し、自然環境を

保全する町」として、社会情勢や環境課題の変化に適切に対応し、本町が目指すべき持

続可能な将来像及び重点的に取り組む施策・ＳＤＧｓを明らかにするため、新たな環境

基本計画を策定してまいります。 

生活環境対策の充実では、スズメバチによる被害から町民生活を守り、安全・安心な

生活環境を維持するため、巣の駆除について一部助成を行ってまいります。 

廃棄物処理・活用体制の充実では、循環型社会を推進する観点から、生ゴミ処理機の

購入や古紙類の集団回収、拠点回収を推進するため、引き続き助成を行うとともに、古

着や雑古紙などのステーションによる回収を拡大し、資源化の促進を図ってまいります。 

なお、クリーンセンターの老朽化に対応するため、引き続き計画的な長寿命化改修工

事を行ってまいります。 

次に、防災対策の充実です。昨年も記録的な豪雨や相次ぐ大型台風により、全国各地

で甚大な被害がもたらされました。本町においても先の台風１９号により、これまでに

は経験のない脅威を誰もが身をもって体感し、防災・減災対策の必要性を「他人事」で

はなく「自分事」として実感したのではないかと思っております。 

このような経験を教訓に、「防災・減災に積極的に取り組む安全な町」として、人口減

少に対応できる体制づくりが求められていることから、新年度では、消防団の組織力強

化のための再編の第一歩として、地域防災の担い手として最前線で活動する消防団を補

完する機能別消防団員の役場職員による消防ＯＢ分団を組織化し、担い手不足の解消と

消防団機能の強化・充実を図るとともに、出動手当支給の処遇改善を図るほか、消防団

活動に必要な安全装備品や救助資機材等を拡充することにより、災害現場での消防団の

組織力と団員の機動力及び活動能力の向上を図ってまいります。 

また、頻発する大規模な自然災害に備え、緊急水害対策として、五料地内の矢川樋管

に大型土のうを設置し、減災対策を講ずるとともに、この３月に竣工予定の水防センタ
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ーをはじめ、学校や文化センターなど避難所施設における防災備蓄倉庫の非常食や防災

用資機材等の備蓄内容についても強化・充実を図るほか、災害活動時の装備品や避難所

における災害用蓄電池等を確保するなど、災害対策本部の機能強化・充実とともに、防

災・減災力の向上を図ってまいります。 

さらに、先の台風１９号で浸水被害が発生した上福島及び五料地内の被災地周辺に水

防倉庫を新たに設置し、緊急時には地域住民が、迅速に水防活動ができるよう土のうや

スコップ等の備蓄を行うとともに、内水氾濫が発生した上福島地内の高橋川及びその支

流や五料地内の矢川樋管に、河川監視カメラを設置し、２４時間監視体制による映像を

住民に一般公開することで、避難行動をとる際の迅速な情報提供をしてまいります。 

また、町内全地区で組織化された自主防災組織が行う地域防災活動を支援し、自助・

共助・公助の確立に向けた取組の強化及び地域における防災意識の高揚を図るとともに、

街道が狭く消防水利が乏しい旧国道３５４号沿いの下新田６丁目付近に、新たに４０ｔ

の耐震性貯水槽を設置するなど、災害に強いまちづくりを一層推進してまいります。 

加えて、先の台風１９号の経験を教訓として、町民が小学校区毎に各々の避難所まで、

「防災さんぽ」により、もしもの時にはどこに避難すればいいのか、家族や友人、地域

の人たちとみんなで、避難経路や危険箇所等を確認しながら一斉に行う「町民避難訓練」

を実施してまいります。 

次に、交通安全対策の充実では、カーブミラーの計画的な設置及び更新による交通安

全施設の充実に努めるとともに、不幸な事故を招かないよう交通安全教室の実施等によ

る普及啓発に努めてまいります。また、高齢ドライバーによる交通事故の未然防止を図

るため、６５歳以上の高齢運転者を対象に運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを

引き続き推進してまいります。 

 

第４ 産業・経済分野 

第４に産業・経済分野として「地域経済が元気で就業機会に恵まれたまち」について

ご説明申し上げます。まず、時代をリードする農業の振興では、農業振興地域の整備に

関する法律に基づき、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口規模などの実態を踏ま

え、農地の計画的な保全と利用計画を定める農業振興地域整備計画の策定に着手してま
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いります。 

また、意欲のある農業者や法人等への支援と育成を図るため、農薬飛散を軽減する自

走式の防除機械・ブームスプレーヤの導入費用を助成し、コストの低減や省力化により、

水田農業等の振興を図ってまいります。また、近年、野生鳥獣による農作物への被害が

甚大であるため、小型鳥獣のハクビシンやアライグマ、タヌキなどの有害鳥獣の駆除を

推進し、安全・安心な農業振興の安定化を図ってまいります。 

畜産振興では、地元特産品である肉用牛の生産基盤を強化し、和牛産地としての持続

的な発展や輸出拡大による地域の活性化を図るため、畜産農家のＩＣＴ機器導入による

経営の効率化に向けた取組を支援するとともに、優良素畜
もとちく

の導入や畜産ヘルパーの利用

を引き続き支援し、生産者と連携した人づくりを推進することで、品質の向上と規模拡

大を目指してまいります。 

さらに、野生イノシシのＣＳＦ感染が県内外で拡大している現状を鑑み、畜産農家等

の負担軽減を図るため、農場等への消毒薬の配布やワクチン接種費用の一部助成により、

畜産農業の振興を図ってまいります。 

また、オープン以来、賑わいを増している道の駅「玉村宿」では、農家をはじめ、食

肉卸売市場や食肉学校との連携強化により、生産加工技術の高さと地元特産品としての

知名度の向上及びブランド定着化を図るとともに、この４月にはＧメッセ群馬のオープ

ンや群馬デスティネーションキャンペーンの開催もございますので、積極的なＰＲ活動

を行うことで、魅力発信をより強化・充実させ、交流人口や関係人口の増加を目指して、

町の魅力をさらに高めていきたいと考えております。 

なお、新年度では、一般利用者の増加や大型車による普通車枠への駐車により、駐車

場不足が生じている状況がございますので、利用者の安全確保と利便性の向上を図るた

め、駐車場の拡張に着手してまいります。 

また、施設整備では、安定した農業用水を確保するため、川井地区用水路改修工事の

ほか、滝川第一統合堰に引き続き、老朽化した滝川第二統合堰の補修工事に向けた拠出

を行うなど、施設機能の長寿命化を図ってまいります。 

次に、活力ある工業、魅力あふれる商業の振興です。町の将来を見据え、「元気を生み

出す町」として、税収増及び働く場の確保を推進するため、高崎玉村スマートＩＣ北地



13 

 

区における新産業団地の開発を積極的に進め、最先端企業の誘致による産業振興と雇用

促進対策に努めてまいります。新年度では、その開発にあたり、用地交渉等を進めると

ともに、文化財試掘調査に着手してまいります。 

また、企業誘致を促進し、産業の振興、雇用機会の拡大を図るため、引き続き企業立

地促進奨励金制度により、町内に新たに事業所を整備する企業を支援するとともに、町

内での創業を支援するための創業者融資事業など、各種制度融資の推進により、地域経

済の活性化と雇用の拡大に努めてまいります。 

安全・安心な消費生活の確立では、町民の皆様が安全で安心して暮らせる地域社会づ

くりを目指して、困ったときの苦情や相談の総合窓口として定着している町消費生活セ

ンターによる相談体制をより充実させるとともに、地域との連携を深めながら、被害防

止のための消費者啓発活動や生活に関する情報提供を積極的に推進してまいります。 

また、相次ぐ高齢者等を狙った悪質な振り込め詐欺などの特殊詐欺等被害防止対策と

して、防犯機能を備えた電話機等の購入費の助成を引き続き行ってまいります。 

次に、観光による地域振興です。多くの自治体で財源不足に伴うイベント中止を余儀

なくされている状況がございますが、私は、むしろ厳しい時こそ、町民と行政が一体と

なって、地域のお祭りをはじめ、町のイベント開催等による活性化を図ることが必要だ

と思っております。特に、花火大会などのイベント行事では、毎年町内外から多くの人

たちで賑わっております。この賑わいを大切にし、工夫を凝らして地域のお祭りを盛ん

にするとともに、町の農業や商工業の発展を祝う秋の祭り「産業祭」には、溢れんばか

りの熱を込め、町の活性化と地域づくりに努めてまいります。 

なお、町民はもちろん、県内外を問わず多くの人が訪れ、夏の到来を告げる風物詩と

して定着している「田園夢花火・たまむら花火大会」でございますが、令和２年度は東

京オリンピック開催に伴う警備員の不足が見込まれ、安全確保が懸念されるため、大変

不本意ながら休止といたしますが、令和３年度以降については、「華やかに躍動する町」

として、花火大会を実施する予定です。 

引き続き、これらのイベントや観光事業などを通じて、町全体が一体となることによ

り、さらなる町の活性化を図るとともに、町の魅力を全国に発信し、賑わいと活力のあ

る観光のまちづくりを進めてまいります。 
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第５ 都市基盤分野 

第５に都市基盤分野として「コンパクトで利便性と快適性が高いまち」についてご説

明申し上げます。 

まず、魅力ある市街地の形成です。人口減少対策として移住定住を促進する文化セン

ター周辺まちづくり事業では、次々と新しい住宅が建てられ、新しい街並みができてお

りますが、第Ⅱ期分譲も始まることから、この事業も最終段階となっております。新年

度では、区域内の道路築造工事や公園整備を行うほか、事業完了に向けた換地処分計画

を定めるととに、この分譲地に定住していただいた世帯に対して、引き続き奨励金を交

付し、移住定住を促進してまいります。 

次に、機能的な道路網の形成です。県道藤岡大胡線から藤岡大胡バイパスを介して東

部工業団地をつなぐ町道１０３号線道路改良事業の進捗を図るとともに、中高校生の自

転車事故が全国ワーストワンである県内の状況に鑑み、国道３５４号・広域幹線道路か

ら玉村高校までの区間について、町道１０６号線道路改良事業として事業化し、交通安

全の啓発とともに、自転車通行空間の整備・充実による安全確保を図ってまいります。 

また、道路舗装修繕計画及び橋梁長寿命化計画に基づいた道路ネットワークの老朽化

対策、地区要望等の既存道路の補修・改良などを含めた道路網の整備を引き続き行って

まいります。 

さらに、「隣接市とつながり、町内に賑わいのある町」として、本町と前橋市をつなぐ

利根川への架橋について、前橋市との連携協力を強化し、経済効果等の要望活動に必要

な資料を作成し、国や県に対して新橋建設の必要性を粘り強く訴え、新橋建設実現に向

けた活動をより一層活発化してまいります。 

空き家対策では、適切に管理が行われていない空き家が、防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、「空き家対策計画」に基づき、空き家の

自発的な除却を促進し、景観向上や居住環境の改善など適正な管理を図るため、引き続

き、除却費用の一部を助成してまいります。 

次に、公共交通の整備です。乗合タクシー「たまりん」については、文化センター周

辺地区に新たに整備している交通ターミナルへ乗り入れるための再編を行うとともに、

路線バスとの接続など利用者の利便性を考慮した効率的なルートの再編についても引
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き続き検討してまいります。なお、実証実験として行った高齢者へのタクシー料金の一

部補助については、これまでの検証結果を踏まえて利用条件を見直し、利便性の向上を

図ってまいります。 

次に、水の適正利用と上水道の整備では、計画的な老朽管更新等の管網整備を進める

とともに、老朽化に伴う第六水源更新工事を行うほか、災害や水質事故等の発生時に相

互応援配水を行うため、本町と前橋市をつなぐ配水連絡管を整備するなど、安全で安定

した水の供給に努めてまいります。また、下水道事業では、事業計画に基づいた汚水管

渠築造工事を推進し、令和２年度末の普及率８５．５％を目標に積極的な整備を進めて

まいります。なお、本年４月から特別会計から企業会計へ移行するため、独立採算の原

則に基づき、経済性を発揮しながら将来にわたって安定的なサービスが提供できるよう

「経営戦略」を策定し、これまで以上に中長期的な視点に立った業務の効率化・経営健

全化に努めてまいります。 

 

第６ 協働・行財政分野 

第６に協働・行財政分野として「地域力を発揮する、住民主役のまち」についてご説

明申し上げます。 

まず、住民自治のまちづくりの推進では、「住民と行政の協働の町」として、住民活動

サポートセンター「ぱる」を中心に、住民主体のまちづくり活動やボランティア活動、

文化活動が図られるようＮＰＯやボランティアなど町民活動団体への支援を引き続き

行ってまいります。 

コミュニティの育成では、町内の手入れの行き届いた自宅等の庭を一般公開するオー

プンガーデンにおいて、ガーデニング実践者のコミュニティの構築を図るとともに、「ば

ら制定都市会議」に加盟する自治体として、「ばらを活かした特色のあるまちづくり」を

推進し、観光資源として町内外から幅広く誘客を図ってまいります。 

次に、地域間連携・交流の推進です。友好交流都市と今後も文化、教育、経済など幅

広い分野で連携を深め、相互交流を通した友好関係をさらに発展させてまいります。ま

た、大学連携は、本町が進めている「生涯活躍のまち構想」において「核」となる施策

と位置付けておりますので、教育、健康づくり、スポーツなど、まちづくり全般にわた
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り、大学との連携協力を積極的に行い、学生が活躍できる環境整備を図ってまいります。 

そして、今、県立女子大や住民の間で、私たちで「小さな映画上映会」を開こうと活

動がなされておりますので、これらの活動を地域の憩いの場や社会参加のプラットフォ

ームとして、フィルムコミッションの本格活動やこの玉村町から映像文化を発信させる

好機と捉え、新年度では、文化活動の拠点となるよう期待するとともに、積極的な支援

を行ってまいります。 

さらに、本町では大学連携にとどまらず、企業との連携も進めており、本年度は、「一

般社団法人日本自動車連盟・ＪＡＦ」との観光協定を締結しました。今後も多種多様な

分野で連携することにより、地域力の底上げを図ってまいります。 

次に、国際交流の推進です。人口減少に歯止めがかからず労働力不足が深刻化する中、

外国人材の労働力は、今や日本の経済発展に欠かせない存在となっております。 

そうした中、現在、群馬県においては、『多文化共生・共創「群馬モデル」』が作成さ

れ、オール群馬で「多文化共生・共創県ぐんま」の実現を目指すとしています。 

本町においても、言語、習慣、文化が異なる多様な外国人の就業、定住化が進んでい

くものと予想されますので、外国人の増加を見据え、この群馬モデルと協調した取組と

して、就労や生活実態等のアンケート調査による実態把握を行うとともに、外国人の抱

える問題や相談ニーズに適切に対応するため、国際交流協会と連携強化を深めながら、

心通い合う「多文化共生社会の実現」に向けた取組を推進してまいります。 

次に、行政改革の推進です。人材育成では、職員としての資質、職務遂行能力、専門

能力を高め、行政課題に果敢に挑戦、対応できる人材を育ててまいります。また、行政

組織の見直しでは、会計年度任用職員制度への対応や法令遵守に基づいた障害者雇用を

推進するとともに、これからの行政課題を見据え、増大する行政ニーズへ対応できる組

織とするため、より機動的、弾力的な行政運営が可能となるよう適宜見直しを図ってま

いります。 

次に、健全な財政運営です。まず、歳入の確保につきましては、収納率の向上はもと

より、新たな増収対策について、あらゆる可能性を模索するとともに、企業誘致や定住

促進による伸張性の高い税財源の確保を図ってまいります。また、税外収入として期待

される「ふるさと納税奨励事業」では、新たな返礼品の充実により、多くの寄附応援者
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の獲得につながっております。この寄附者の思いを反映した事業を推進するとともに、

魅力ある返礼品の拡充を図り、ふるさと寄附金をきっかけに生まれた「つながり」を大

切にして、魅力ある町の情報を発信することにより、交流人口及び関係人口の増加や継

続的な寄附応援者の獲得に取り組んでまいります。 

また、簡素で効率的な行政運営の確立、町民と行政の役割分担の明確化、費用対効果

を考慮した事業の重点化、固定費や経常経費の徹底した抑制による歳出改革など、財政

健全化の取組推進により、健全で持続可能な財政運営に努めてまいります。 

さらに、公共施設等総合管理計画に定めた目標を実現するため、町の公共施設に関す

る今後１０年間の利用を踏まえた施設の安全性の確保、地域の実情に応じた最適化、長

寿命化などの方向性について、個別施設計画を策定してまいります。  

なお、令和２年度は、現行の第５次総合計画の最終年度として、１０年間の取組の仕

上げと検証を行う重要な年度となるため、計画された施策の着実な推進に取り組むこと

はもちろん、急速な社会変化に伴う地域の課題や新たな行政需要を補足しながら、「未来

に希望をつなぐ町づくり」を推進できるよう「第６次総合計画」を策定し、今後１２年

間の町の姿・将来像を描いていきたいと考えております。 

 

第７ 地方創生 

最後に、地方創生への取組についてご説明申し上げます。 

地方創生・総合戦略の取組にあたり、人口減少への対策と町の発展に向けた道筋が示

された「玉村町まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、計画期間の終了に伴い、令和２

年度から新たなステージを迎えます。 

国においては、地方創生の深化に向けて切れ目のない取組を進めるため、「第２期ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定にあたっては、地方の意見を十分に反映すると

ともに、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現やＳＤＧｓ達成に向けた取組、外国人材の受け入

れなど、社会変化を見据えた戦略となるよう努めることとしております。 

現在、新たな計画を策定しているところであり、来年度以降の重点施策については、

その中で示されることになりますが、地方創生をより一層推進するため、これら国の取

組と歩調を合わせるとともに、特に、少子化や若い世代の転出超過に対しては、引き続
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き策を講じる必要があるため、現行の総合戦略を勘案しつつ、第２期総合戦略を見据え

た上で、本町の恵まれた立地条件などの魅力を最大限活かした潜在的な成長力をさらに

掘り起こし、「成長戦略」として地方創生を力強く推し進める新たな事業創出を行ってい

きたいと考えております。なお、「生涯活躍のまち実現」に向けて策定された「玉村町版

生涯活躍のまち事業計画」の目標達成に向けた取組についても、引き続き着実な推進を

図ってまいります。中でも「生涯活躍のまち」基本構想及び実施計画の実現に向けた取

組として、若者から高齢者まで幅広い世代に町の様々な行事やイベントへの参加を促し、

ポイントを付与する仕組み「おでかけポイント制度」の取組により、高齢者の買い物や

ゴミ出し支援など継続的なボランティア活動の創出につなげていきたいと考えており

ます。 

また、東京圏及び県内外へ向けた情報発信や地元特産品の販売戦略などを担う町内で

の体制づくりをはじめ、その拠点となる団体組織の検討も行い、町の知名度向上や誘客、

交流・関係人口の増加を目指すため、「魅力づくり推進検討委員会」を発足いたします。 

具体的には、観光振興をはじめ、在京メディアや旅行エージェントとの連携、物産振

興施策に取り組み、東京圏や周辺地域からの誘客を図り、賑わいを創出する地域振興の

総合的なプロデュースができる組織の設立を目指してまいります。加えて、東京オリン

ピックを契機に、今後増えることが想定される外国人に対応したインバウンド施策にも

取り組み、国籍を問わず交流人口や関係人口の増加を図ってまいります。 

さらに、東京圏等を発着としたバスツアーや個人の来訪者など、町内の魅力スポット

を現地ガイドできる団体を育成し、来訪者の「受入体制の構築」及び「おもてなしサー

ビス」の充実を図ってまいります。 

また、「地域おこし協力隊」によるイベントの企画運営やＳＮＳ等を活用した情報発信

活動の充実、地域資源の掘り起こしや磨き上げにより、町の知名度を高めるとともに、

魅力づくり推進アドバイザーの活用や東京圏のマスメディアを町に招く現地視察会の

開催などシティセールスを積極的に行うことで、移住定住促進に向けた町の魅力の発信

とともに、交流人口や関係人口の増加を図ってまいります。 

以上が、令和２年度の主な施策の内容となります。 
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３ 結びにあたって 

以上、令和２年度の町政運営について、私の所信の一端を申し述べました。 

これから迎える１期、４年間の町政運営にあたり、先の選挙戦における投票率の低さ

を真摯に受け止め、主権者教育を高めていくことにより、町民全世代の町政への参画意

識を醸成させ、町民と行政が対等の立場で、郷土・玉村町を愛する気持ちと、子どもた

ちの未来を確かなものにしたいと思う強い心で、共に歩みを進めながら、今後も持続可

能で魅力に溢れ「元気を生み出す町づくり」をしていきたいと思っております。 

そのためにも、組織全体がワンチームとなってスクラムを組み、町民の心を掴んで、

トライするため、厳しいながらも職員と共に知恵を絞って、創意・工夫のもと、「町民の

思いを叶えるまちづくり」ができるよう、リーダーとしての責務を果たしていきたいと

思っております。 

そして、令和という新しい時代を迎え、人口減少や少子高齢化が進行する中にあって

も、「平成」から「令和」の時代に引き継がれた課題に果敢に挑戦し、将来世代に大きな

負担を残さぬよう、まちの輝きを次世代につなぎ、「人と人、人と地域、そして、人と歴

史をつなぐ魅力あるまち」とするため、安心安全で活力があり「未来に希望をつなぐ町

づくり」に全力で邁進する覚悟を持って、町政運営にあたってまいります。そして、そ

の町政運営の舵取りを前にした今、決意を新たにしている所存でございます。 

最後になりますが、町民の皆様並びに議員各位におかれましては、どうか、より一層

のご理解とご協力、そして、ご支援を賜りますよう心からお願いを申し上げるとともに、

本定例会にご提案申し上げております令和２年度予算案をはじめ、各種案件につきまし

ては、十分ご審議の上、ご議決いただきますよう重ねてお願い申し上げ、私の施政方針

といたします。 

 

 

令和 ２年 ３月 ３日 

 

玉村町長  石 川 眞 男 


