
 1 

平成平成平成平成３３３３１１１１年第年第年第年第１１１１回京丹波町議会定例会回京丹波町議会定例会回京丹波町議会定例会回京丹波町議会定例会    

施 政 方施 政 方施 政 方施 政 方 針針針針    

    

平成平成平成平成３３３３１１１１年年年年３３３３月月月月４４４４日日日日    

    

本日本日本日本日ここにここにここにここに、、、、平成平成平成平成３３３３１１１１年第年第年第年第１１１１回京丹波町議会定例会回京丹波町議会定例会回京丹波町議会定例会回京丹波町議会定例会をおをおをおをお願願願願いいたしいいたしいいたしいいたし

ましたところましたところましたところましたところ、、、、議員各位議員各位議員各位議員各位におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、公私何公私何公私何公私何かとごかとごかとごかとご多用多用多用多用のののの中中中中、、、、

ごごごご参集参集参集参集いただきいただきいただきいただきましてましてましてまして誠誠誠誠にありがとうございまにありがとうございまにありがとうございまにありがとうございますすすす。。。。またまたまたまた、、、、日頃日頃日頃日頃、、、、議員議員議員議員

各位各位各位各位にはにはにはには、、、、円滑円滑円滑円滑なななな町町町町政政政政のののの推進推進推進推進ににににごごごご支援支援支援支援、、、、ごごごご協力協力協力協力をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております

ことにことにことにことに厚厚厚厚くおくおくおくお礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

今期定例会今期定例会今期定例会今期定例会はははは、、、、私私私私がががが町長就任町長就任町長就任町長就任後後後後２２２２回目回目回目回目となるとなるとなるとなる当初予算案当初予算案当初予算案当初予算案をををを提案提案提案提案させさせさせさせ

ていただくことになりましたていただくことになりましたていただくことになりましたていただくことになりました。。。。    

 

現下現下現下現下のののの社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢はははは、、、、緩緩緩緩やかなやかなやかなやかな回復回復回復回復基調基調基調基調がががが続続続続きききき、、、、雇用雇用雇用雇用・・・・所得環境所得環境所得環境所得環境

のののの改善改善改善改善によっによっによっによってててて経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環はははは着実着実着実着実にににに回回回回りつつあるりつつあるりつつあるりつつある一方一方一方一方でででで、、、、昨年昨年昨年昨年のののの夏夏夏夏

にににに相次相次相次相次いだいだいだいだ自然災害自然災害自然災害自然災害によりによりによりにより、、、、個人消費個人消費個人消費個人消費などをなどをなどをなどを中心中心中心中心にににに経済経済経済経済はははは一時的一時的一時的一時的にににに押押押押

しししし下下下下げられたとされていますげられたとされていますげられたとされていますげられたとされています。。。。 

こうしたこうしたこうしたこうした状況状況状況状況のののの中中中中、、、、新年度新年度新年度新年度のののの国国国国のののの一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算はははは、、、、社会保障社会保障社会保障社会保障のののの充実充実充実充実

やややや防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災、、、、国土強靭化対策国土強靭化対策国土強靭化対策国土強靭化対策のののの推進推進推進推進などなどなどなど成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略にににに重点化重点化重点化重点化されされされされ、、、、前前前前

年度予算年度予算年度予算年度予算にににに対対対対しししし３３３３．．．．８８８８％％％％増増増増のののの１０１１０１１０１１０１兆兆兆兆４４４４，，，，５７１５７１５７１５７１億円億円億円億円がががが編成編成編成編成されされされされ、、、、経経経経

済済済済のののの好循環好循環好循環好循環をををを更更更更にににに加速加速加速加速させるためのさせるためのさせるためのさせるための予算予算予算予算とされていますとされていますとされていますとされています。。。。 

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成３３３３１１１１年度年度年度年度のののの地方財政対策地方財政対策地方財政対策地方財政対策にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税によるによるによるによる

地方税収入地方税収入地方税収入地方税収入やややや地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの増加増加増加増加見込見込見込見込みによりみによりみによりみにより臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債臨時財政対策債のののの発行発行発行発行をををを

抑制抑制抑制抑制するなするなするなするなどどどど地方財源不足額地方財源不足額地方財源不足額地方財源不足額はははは前年度前年度前年度前年度の６の６の６の６兆兆兆兆１１１１，，，，７８３７８３７８３７８３億円億円億円億円から４から４から４から４兆兆兆兆 

４４４４，，，，１０１１０１１０１１０１億円億円億円億円とととと大幅大幅大幅大幅にににに縮小縮小縮小縮小しししし、、、、地方財政地方財政地方財政地方財政のののの健全化健全化健全化健全化がががが図図図図られていますられていますられていますられています。。。。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、社会保障関係経費社会保障関係経費社会保障関係経費社会保障関係経費はははは、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化にににに伴伴伴伴うううう自然増自然増自然増自然増やややや幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育
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無償化無償化無償化無償化などでなどでなどでなどで更更更更にににに増加増加増加増加するするするする見込見込見込見込みでありみでありみでありみであり、、、、地方地方地方地方にとってもにとってもにとってもにとっても厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況

となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。 

 

こうしたこうしたこうしたこうした国国国国やややや地方地方地方地方のののの情勢情勢情勢情勢をををを背景背景背景背景としつつとしつつとしつつとしつつ、、、、私私私私のののの行政推進行政推進行政推進行政推進のののの基本理念基本理念基本理念基本理念

であるであるであるである助助助助けけけけ合合合合いといといといと活力活力活力活力のあるのあるのあるのある「「「「健康健康健康健康のののの里里里里づくりづくりづくりづくり」」」」のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけたたたた施策施策施策施策

をどのようにをどのようにをどのようにをどのように進進進進めていくのかめていくのかめていくのかめていくのか、、、、平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける施策施策施策施策につきましにつきましにつきましにつきまし

てててて申申申申しししし述述述述べべべべさせていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに、、、、本年本年本年本年２２２２月月月月ににににはははは、、、、喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題であるであるであるである子子子子どもどもどもども子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充充充充

実実実実とととと人口減少対策人口減少対策人口減少対策人口減少対策をををを重点的重点的重点的重点的にににに推進推進推進推進するためのするためのするためのするための課設置条例等課設置条例等課設置条例等課設置条例等のののの改正改正改正改正をおをおをおをお

願願願願いしいしいしいし、、、、議決議決議決議決いただいたところですいただいたところですいただいたところですいただいたところです。。。。このこのこのこの中中中中でででで、、、、人口減少対策人口減少対策人口減少対策人口減少対策をををを総合総合総合総合

的的的的にににに担担担担うううう「「「「ににににぎわぎわぎわぎわいいいい創生創生創生創生課課課課」」」」でででではははは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの商工観光商工観光商工観光商工観光課課課課所所所所管管管管業務業務業務業務にににに

加加加加ええええ、、、、移住移住移住移住・・・・定定定定住住住住支援支援支援支援やややや町町町町営営営営バスバスバスバス運運運運行行行行、、、、更更更更にはにはにはには区区区区長会長会長会長会運営運営運営運営をはじめとをはじめとをはじめとをはじめと

したしたしたした地地地地域振興域振興域振興域振興事業事業事業事業をををを集集集集約約約約しししし、、、、ににににぎわぎわぎわぎわいのいのいのいの創出創出創出創出によるによるによるによる地方地方地方地方創生創生創生創生をををを目目目目指指指指しししし

てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。 

またまたまたまた「「「「こどもこどもこどもこども未来未来未来未来課課課課」」」」でででではははは、、、、こどもこどもこどもこどもファーストファーストファーストファーストのののの視視視視点点点点にににに立立立立ちちちち、、、、子育子育子育子育

てててて支援支援支援支援業務業務業務業務をををを総合的総合的総合的総合的にににに実施実施実施実施するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、認認認認定定定定こどもこどもこどもこども園園園園のののの開開開開設設設設・・・・整備整備整備整備

にににに関関関関するするするする業務業務業務業務をををを所所所所管管管管しししし、、、、子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。このこのこのこの

ことはことはことはことは、、、、今今今今、、、、まさにまさにまさにまさに少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化とととと人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会へへへへのののの対対対対応応応応としてとしてとしてとして総力総力総力総力をををを

あげてあげてあげてあげて取組取組取組取組んんんんでいかなけれでいかなけれでいかなけれでいかなければばばばならないならないならないならない課題課題課題課題だとだとだとだと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。 

議員各位議員各位議員各位議員各位のののの格別格別格別格別のごのごのごのご指導指導指導指導、、、、ごごごご支援支援支援支援をおをおをおをお願願願願いするものでありますいするものでありますいするものでありますいするものであります。。。。 

 

次次次次にににに、、、、健康健康健康健康のののの里里里里づくりのづくりのづくりのづくりの実現実現実現実現にににに向向向向けた５つのけた５つのけた５つのけた５つの柱柱柱柱ににににそそそそってごってごってごってご説明説明説明説明申申申申しししし

上上上上げますげますげますげます。。。。ままままずずずず、、、、１１１１つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「町行政町行政町行政町行政のののの公正化公正化公正化公正化」」」」でありますでありますでありますであります。。。。町政町政町政町政

運営運営運営運営のののの推進推進推進推進にはにはにはには当然当然当然当然のことではありますがのことではありますがのことではありますがのことではありますが、、、、町町町町民民民民のののの皆皆皆皆ささささんんんんのごのごのごのご理理理理解解解解とととと

ごごごご協力協力協力協力がなくてはがなくてはがなくてはがなくては進進進進めることができませめることができませめることができませめることができませんんんん。。。。常常常常にににに行政行政行政行政のののの動動動動きをおきをおきをおきをお伝伝伝伝ええええ

しししし、、、、ごごごご意意意意見見見見をををを伺伺伺伺いながらいながらいながらいながら進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。そそそそのののの機機機機会会会会としてとしてとしてとして
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タウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングタウンミーティングをををを継継継継続続続続してしてしてして実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。何何何何でもでもでもでも気軽気軽気軽気軽にににに話話話話

せるせるせるせる場場場場としてとしてとしてとして開催開催開催開催方方方方法法法法についてもについてもについてもについても工夫工夫工夫工夫していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。 

次次次次にににに、、、、新新新新庁舎建庁舎建庁舎建庁舎建設設設設についてでありますがについてでありますがについてでありますがについてでありますが、、、、現現現現在在在在、、、、基本設計基本設計基本設計基本設計をををを終終終終ええええ、、、、

実施設計実施設計実施設計実施設計にににに着着着着手手手手しておりしておりしておりしており、、、、間間間間もなくもなくもなくもなく全全全全体体体体のののの事業規模事業規模事業規模事業規模がががが明明明明らかとなるとらかとなるとらかとなるとらかとなると

ころですころですころですころです。。。。今今今今秋秋秋秋のののの庁舎庁舎庁舎庁舎本本本本体体体体のののの工事工事工事工事発発発発注注注注にににに向向向向けけけけ、、、、コストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減をををを図図図図りますりますりますります

とともにとともにとともにとともに、、、、２０２２０２２０２２０２１１１１年年年年３３３３月月月月のののの新新新新庁舎完庁舎完庁舎完庁舎完成成成成をををを目目目目指指指指しししし、、、、スピードスピードスピードスピード感感感感をををを持持持持っっっっ

てててて取組取組取組取組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。またまたまたまた、、、、関関関関連連連連しますしますしますします道路拡道路拡道路拡道路拡幅幅幅幅工事工事工事工事やややや排水路整備排水路整備排水路整備排水路整備

などなどなどなど一一一一体体体体的的的的にににに整備整備整備整備をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

 

２つ２つ２つ２つ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「環境環境環境環境整備整備整備整備」」」」であであであでありますりますりますります。。。。 

ままままずずずず、、、、地地地地域域域域がががが元気元気元気元気であることもであることもであることもであることも「「「「健康健康健康健康のののの里里里里づくりづくりづくりづくり」」」」のののの重重重重要要要要なななな要素要素要素要素でででで

ありますありますありますあります。。。。このことからこのことからこのことからこのことから、、、、活力活力活力活力あるあるあるある地地地地域域域域づくりやづくりやづくりやづくりや地地地地域域域域のののの課題課題課題課題解解解解決決決決にににに向向向向

けてけてけてけて、、、、引引引引きききき続続続続きききき地地地地域域域域のののの活活活活動動動動をををを積極積極積極積極的的的的にににに応応応応援援援援してしてしてしてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。 

本町本町本町本町のののの豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然やややや生生生生活環境活環境活環境活環境のののの保全保全保全保全につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全にににに関関関関

するするするする普及啓普及啓普及啓普及啓発発発発をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、公害防公害防公害防公害防止止止止やややや産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの適適適適正正正正処処処処理理理理、、、、ささささ

らにらにらにらに適適適適正正正正なななな動物飼養動物飼養動物飼養動物飼養やややや空空空空きききき地地地地管管管管理理理理などについてなどについてなどについてなどについて、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関とととと連携連携連携連携をををを図図図図

るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、住民住民住民住民のののの皆様皆様皆様皆様やややや事業者事業者事業者事業者のののの皆様皆様皆様皆様にもごにもごにもごにもご協力協力協力協力いただきながらいただきながらいただきながらいただきながら、、、、

安安安安心心心心でででで安安安安定定定定したしたしたした生生生生活環境活環境活環境活環境のののの維持維持維持維持にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

またまたまたまた、、、、生生生生ゴミゴミゴミゴミ等等等等堆肥堆肥堆肥堆肥化化化化容器購容器購容器購容器購入入入入助成助成助成助成やややや資資資資源源源源ゴミゴミゴミゴミ集集集集団団団団回収回収回収回収事業補事業補事業補事業補助助助助金金金金

制度制度制度制度によりによりによりにより、、、、ゴミゴミゴミゴミのののの減減減減量量量量化化化化やややや再資再資再資再資源化源化源化源化をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖

化防化防化防化防止止止止対策対策対策対策やややや再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの普及普及普及普及をををを推進推進推進推進するするするする一助一助一助一助としてとしてとしてとして、「、「、「、「住宅住宅住宅住宅

用用用用太陽光太陽光太陽光太陽光発発発発電電電電システムシステムシステムシステムのののの設置設置設置設置にかかるにかかるにかかるにかかる補補補補助制度助制度助制度助制度」」」」をををを京京京京都府都府都府都府とととと連携連携連携連携しししし、、、、

継継継継続続続続してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

 

近近近近年年年年、、、、自然災害自然災害自然災害自然災害によりによりによりにより道路道路道路道路やややや河川河川河川河川、、、、農林業農林業農林業農林業施設施設施設施設、、、、家屋家屋家屋家屋等等等等へへへへのののの被被被被害害害害がががが

多多多多くくくく発発発発生生生生しておりますしておりますしておりますしております。。。。特特特特にににに昨年昨年昨年昨年はははは７７７７月月月月のののの西西西西日本日本日本日本豪雨豪雨豪雨豪雨をはじめをはじめをはじめをはじめ台風台風台風台風のののの

接近接近接近接近によってによってによってによって甚甚甚甚大大大大なななな被被被被害害害害をををを受受受受けたけたけたけたところですところですところですところです。。。。そそそそのののの際際際際にはにはにはには地地地地元元元元のののの消防消防消防消防
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団団団団員員員員、、、、区区区区、、、、関係関係関係関係団体団体団体団体等等等等がががが連携連携連携連携をををを取取取取りながらりながらりながらりながら住民避難住民避難住民避難住民避難、、、、応急応急応急応急対対対対応応応応にににに当当当当たたたた

っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、住民住民住民住民のののの安安安安全全全全確確確確保保保保とととと被被被被害害害害のののの拡拡拡拡大大大大をををを未未未未然然然然にににに防防防防いでいただいいでいただいいでいただいいでいただい

たところでありますたところでありますたところでありますたところであります。。。。大大大大規模規模規模規模なななな自然災害自然災害自然災害自然災害のののの発発発発生生生生がががが当当当当たりたりたりたり前前前前のようになのようになのようになのようにな

っているっているっているっている現現現現在在在在、、、、住民住民住民住民のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが自自自自身身身身のののの身身身身をををを守守守守るるるる意識意識意識意識をををを持持持持っていただくっていただくっていただくっていただく

必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。そそそそのためにはのためにはのためにはのためには、、、、日頃日頃日頃日頃からからからから自然災害自然災害自然災害自然災害のののの恐恐恐恐ろしさろしさろしさろしさをををを理理理理解解解解

しししし、、、、緊緊緊緊急急急急時時時時のののの対対対対応応応応にににに慣慣慣慣れていただきれていただきれていただきれていただき、、、、落落落落ちちちち着着着着いたいたいたいた行行行行動動動動がががが取取取取れるようれるようれるようれるよう、、、、

住民避難訓練住民避難訓練住民避難訓練住民避難訓練をはじめをはじめをはじめをはじめ学習学習学習学習するするするする機機機機会会会会づくりにもづくりにもづくりにもづくりにも取組取組取組取組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。

またまたまたまた、、、、災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける初期対初期対初期対初期対応応応応はははは、、、、地地地地域域域域においてにおいてにおいてにおいて連携連携連携連携をををを図図図図っていただっていただっていただっていただ

くことがくことがくことがくことが重重重重要要要要であることからであることからであることからであることから、、、、自自自自主主主主防災防災防災防災組織組織組織組織化化化化をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

原原原原子力防災子力防災子力防災子力防災につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、万万万万一一一一のののの事事事事故故故故にににに備備備備ええええ、、、、住民住民住民住民のののの安安安安全全全全とととと安安安安心心心心

をををを守守守守るためるためるためるため、、、、引引引引きききき続続続続きききき避難路避難路避難路避難路のののの整備整備整備整備やややや要要要要支援支援支援支援者者者者等等等等へへへへのののの車両車両車両車両のののの確確確確保保保保をををを国国国国

にににに求求求求めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、地地地地域域域域協議会協議会協議会協議会でのでのでのでの連携連携連携連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、原原原原子力施設子力施設子力施設子力施設のののの

現状現状現状現状やややや安安安安全対策等全対策等全対策等全対策等のののの把握把握把握把握とととと、、、、住民避難訓練住民避難訓練住民避難訓練住民避難訓練のののの実施実施実施実施によりによりによりにより住民避難住民避難住民避難住民避難計計計計画画画画

のののの確認確認確認確認・・・・検証検証検証検証をををを行行行行いいいい、、、、課題課題課題課題のののの解解解解消消消消にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

 

次次次次にににに、、、、一般一般一般一般住宅住宅住宅住宅等等等等のののの耐震耐震耐震耐震化化化化ではではではでは、、、、京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町建築物耐震建築物耐震建築物耐震建築物耐震改改改改修促修促修促修促進計進計進計進計画画画画

のののの見見見見直直直直しをしをしをしを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、現行現行現行現行のののの耐震耐震耐震耐震基基基基準準準準にににに適適適適合合合合していないしていないしていないしていない建築物建築物建築物建築物にににに

おきましてはおきましてはおきましてはおきましては、、、、引引引引きききき続続続続きききき耐震診断事業耐震診断事業耐震診断事業耐震診断事業やややや耐震耐震耐震耐震改改改改修事業修事業修事業修事業をををを促促促促進進進進するととするととするととするとと

もにもにもにもに、、、、住宅住宅住宅住宅改改改改修補修補修補修補助助助助金金金金交付交付交付交付事業事業事業事業につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、地地地地域域域域経済活経済活経済活経済活性性性性化化化化へへへへのののの

効果効果効果効果もももも大大大大きいことからきいことからきいことからきいことから、、、、継継継継続続続続してしてしてして事業事業事業事業をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

 

水道事業水道事業水道事業水道事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、継継継継続続続続してしてしてして安安安安心心心心でででで安安安安全全全全なななな水道水水道水水道水水道水をををを供給供給供給供給してしてしてして

いくためいくためいくためいくため、、、、現現現現有有有有施設施設施設施設のののの能能能能力力力力維持維持維持維持にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、高経年化施設高経年化施設高経年化施設高経年化施設のののの計計計計

画画画画的的的的なななな更新更新更新更新をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

またまたまたまた、、、、下下下下水道事業水道事業水道事業水道事業ではではではでは、、、、循環循環循環循環型型型型社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をををを図図図図るためるためるためるため、、、、予防的予防的予防的予防的なななな維維維維

持管持管持管持管理理理理をををを行行行行うとうとうとうと共共共共にににに効率効率効率効率的的的的なななな老朽老朽老朽老朽化対策化対策化対策化対策をををを推進推進推進推進しししし、、、、生生生生活環境活環境活環境活環境のののの改善改善改善改善とととと

公公公公共共共共用用用用水域水域水域水域のののの水質水質水質水質保全保全保全保全にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    
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３つ３つ３つ３つ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの安安安安心心心心・・・・安安安安定定定定」」」」でありますでありますでありますであります。。。。 

町町町町民民民民のののの皆様皆様皆様皆様がががが安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らしていただくためのらしていただくためのらしていただくためのらしていただくための最最最最重重重重要要要要課題課題課題課題はははは、、、、地地地地域域域域

医療医療医療医療のののの確確確確保保保保であるとであるとであるとであると存存存存じておりじておりじておりじておりますますますます。。。。    

現現現現在在在在、、、、平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度診療体診療体診療体診療体制制制制のののの確立確立確立確立にににに向向向向けけけけ、、、、京京京京都府都府都府都府をはじめをはじめをはじめをはじめ関係関係関係関係医医医医

療機療機療機療機関関関関へへへへ出出出出向向向向きききき、、、、医師確医師確医師確医師確保保保保にににに全力全力全力全力をををを尽尽尽尽くしているところでございますくしているところでございますくしているところでございますくしているところでございます。。。。 

念願念願念願念願でありましたでありましたでありましたでありました医師住宅医師住宅医師住宅医師住宅のののの完完完完成成成成をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町病院病院病院病院でのでのでのでの地地地地域域域域

包括包括包括包括ケアケアケアケア病床病床病床病床のののの導導導導入入入入やややや診療放射診療放射診療放射診療放射線技師線技師線技師線技師のののの勤務形態勤務形態勤務形態勤務形態のののの改正改正改正改正、、、、時時時時間外間外間外間外におにおにおにお

けるけるけるける簡易血液検査簡易血液検査簡易血液検査簡易血液検査のののの実実実実践践践践などなどなどなど、、、、計計計計画画画画からからからから実行実行実行実行へへへへのののの転換転換転換転換期期期期をををを迎迎迎迎ええええておりておりておりており

ますますますます。。。。可能可能可能可能なななな限限限限りりりり様様様様 々々々々なななな分野分野分野分野ににににチャレチャレチャレチャレンンンンジジジジしししし、、、、地地地地域包括域包括域包括域包括ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム

のののの推進推進推進推進にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

またまたまたまた、、、、少子少子少子少子高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進行進行進行進行するするするする中中中中にあってにあってにあってにあって、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者やややや障害障害障害障害者者者者のののの方方方方 々々々々がががが

安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる環境環境環境環境づくりはづくりはづくりはづくりは最最最最もももも重重重重要要要要なななな政策課政策課政策課政策課題題題題でありますでありますでありますであります。。。。平成平成平成平成

２８２８２８２８年度年度年度年度末末末末にににに策定策定策定策定しましたしましたしましたしました地地地地域域域域福祉福祉福祉福祉計計計計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、今後今後今後今後ともともともとも、、、、地地地地域域域域全全全全

体体体体でのでのでのでの見見見見守守守守りやりやりやりや声声声声かけのかけのかけのかけの取組取組取組取組みをみをみをみを進進進進めめめめ、、、、みみみみんんんんなでなでなでなで支支支支ええええるるるる地地地地域域域域福祉福祉福祉福祉づくづくづくづく

りをりをりをりを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、深刻深刻深刻深刻なななな介護介護介護介護人人人人材材材材不足不足不足不足にににに対対対対応応応応するためするためするためするため、、、、福祉福祉福祉福祉人人人人材材材材確確確確保対策保対策保対策保対策事事事事

業業業業とととと、、、、昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月にににに創創創創設設設設しましたしましたしましたしました介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士育成育成育成育成修学資金修学資金修学資金修学資金貸貸貸貸付付付付事業事業事業事業をををを通通通通

じてじてじてじて、、、、引引引引きききき続続続続きききき町町町町内福祉内福祉内福祉内福祉事業事業事業事業所等所等所等所等へへへへのののの人人人人材材材材確確確確保支援保支援保支援保支援にににに努努努努めてまいりまめてまいりまめてまいりまめてまいりま

すすすす。。。。    

    

次次次次にににに、、、、住民住民住民住民のののの安安安安心心心心・・・・安安安安全全全全とととと、、、、健康健康健康健康でででで心心心心豊豊豊豊かなかなかなかな生生生生活活活活をををを保障保障保障保障するためのするためのするためのするための

施策施策施策施策についてでありますについてでありますについてでありますについてであります。。。。    

これまでからこれまでからこれまでからこれまでから、、、、基本健基本健基本健基本健診診診診とがとがとがとがんんんん検診検診検診検診がががが同同同同時時時時にににに受診受診受診受診できるできるできるできる総合健総合健総合健総合健診診診診のののの

推進推進推進推進ををををはじめはじめはじめはじめ、、、、ががががんんんんのののの早早早早期発見期発見期発見期発見とととと疾疾疾疾病病病病リリリリススススククククのののの軽軽軽軽減減減減をををを図図図図るためるためるためるため、、、、ピピピピロロロロ

リリリリ菌菌菌菌検査検査検査検査のののの導導導導入入入入、、、、胸部胸部胸部胸部レレレレントントントントゲゲゲゲンンンン検査検査検査検査ののののデジデジデジデジタルタルタルタル化化化化、、、、乳乳乳乳ががががんんんん検診検診検診検診のののの広広広広

域域域域化化化化によるによるによるによる個個個個別検診別検診別検診別検診のののの実施等実施等実施等実施等をををを進進進進めてきたところでありますめてきたところでありますめてきたところでありますめてきたところであります。。。。    

平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、平成平成平成平成２６２６２６２６年度年度年度年度にににに実施実施実施実施しましたしましたしましたしました１１１１９９９９歳歳歳歳

から７４から７４から７４から７４歳歳歳歳までのまでのまでのまでの方方方方をををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした尿尿尿尿中中中中塩分測塩分測塩分測塩分測定定定定検査検査検査検査をををを住民住民住民住民健健健健診診診診にににに取取取取
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りりりり入入入入れれれれ、、、、５５５５年年年年間間間間のののの比較比較比較比較をををを行行行行ないながらないながらないながらないながら保健保健保健保健指導指導指導指導等等等等をををを進進進進めることとしてめることとしてめることとしてめることとして

おりますおりますおりますおります。。。。    

休休休休日健日健日健日健診診診診につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度とととと同同同同様様様様に２に２に２に２回実施回実施回実施回実施するなどするなどするなどするなど、、、、健健健健診診診診

のののの充実充実充実充実とととと更更更更なるなるなるなる若若若若年年年年層層層層やややや勤勤勤勤労労労労者者者者がががが受診受診受診受診しやすいしやすいしやすいしやすい体体体体制制制制づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めてめてめてめて

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。    

    

またまたまたまた、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度末末末末にににに策定策定策定策定しましたしましたしましたしました第第第第２２２２次健康増進計次健康増進計次健康増進計次健康増進計画及画及画及画及びびびび平成平成平成平成

３１３１３１３１年度年度年度年度からからからからスタートスタートスタートスタートしますしますしますします第第第第２２２２次次次次食食食食育推進計育推進計育推進計育推進計画画画画をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、

健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会やややや食食食食生生生生活改善推進員協議会活改善推進員協議会活改善推進員協議会活改善推進員協議会をはじめをはじめをはじめをはじめ関係関係関係関係機機機機関関関関

とのとのとのとの連携連携連携連携をををを強強強強めめめめ、、、、地地地地域域域域ぐぐぐぐるみのるみのるみのるみの「「「「健康健康健康健康づくりづくりづくりづくり」」」」とととと、、、、きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな保健保健保健保健指指指指

導導導導にににに取組取組取組取組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度からからからからスタートスタートスタートスタートしますしますしますします自自自自殺殺殺殺対策計対策計対策計対策計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、

誰誰誰誰ももももがががが自自自自殺殺殺殺にににに追追追追いいいい込込込込まれることのないまれることのないまれることのないまれることのない地地地地域域域域づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めてまいりまめてまいりまめてまいりまめてまいりま

すすすす。。。。またまたまたまた、、、、安安安安心心心心してしてしてして医療医療医療医療がががが受受受受けられるようけられるようけられるようけられるよう心心心心身身身身障害障害障害障害者者者者ややややひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭

等等等等にににに対対対対するするするする医療医療医療医療費助成費助成費助成費助成をはじめとしてをはじめとしてをはじめとしてをはじめとして、、、、出生出生出生出生から１８から１８から１８から１８歳以歳以歳以歳以下下下下のののの方方方方までまでまでまで

のののの医療医療医療医療費費費費負負負負担担担担をををを医療機医療機医療機医療機関関関関ごとにごとにごとにごとに月額月額月額月額２００２００２００２００円円円円とするとするとするとする医療医療医療医療費助成制度費助成制度費助成制度費助成制度

やややや、、、、妊婦妊婦妊婦妊婦健健健健診診診診にににに必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる健健健健診診診診１４１４１４１４回回回回分分分分及及及及びびびび産産産産婦婦婦婦健健健健診診診診２２２２回回回回分分分分をををを全全全全てててて

公費公費公費公費負負負負担担担担とするとするとするとする制度制度制度制度、、、、更更更更にはにはにはには妊娠妊娠妊娠妊娠をををを望望望望むむむむ方方方方にににに対対対対するするするする不不不不妊治妊治妊治妊治療療療療にかかるにかかるにかかるにかかる

費用費用費用費用をををを軽軽軽軽減減減減するするするする不不不不妊治妊治妊治妊治療療療療助成助成助成助成金事業金事業金事業金事業をををを継継継継続続続続してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、新新新新生生生生児児児児へへへへのののの虐待虐待虐待虐待未未未未然防然防然防然防止止止止やややや産産産産後不後不後不後不安安安安をををを抱抱抱抱ええええるるるる母親母親母親母親へへへへのののの支援策支援策支援策支援策

としてとしてとしてとして、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産包括出産包括出産包括出産包括支援支援支援支援事業事業事業事業もももも進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

介護介護介護介護保保保保険分野険分野険分野険分野ではではではでは、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度から３から３から３から３ヵヵヵヵ年年年年をををを計計計計画画画画期期期期間間間間とするとするとするとする高齢高齢高齢高齢

者者者者福祉福祉福祉福祉計計計計画及画及画及画及びびびび第第第第７７７７期期期期介護介護介護介護保保保保険険険険事業事業事業事業計計計計画画画画にににに基基基基づきづきづきづき、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、介護介護介護介護保保保保

険険険険事業事業事業事業のののの健全健全健全健全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑なななな運営運営運営運営をををを図図図図るとともるとともるとともるとともにににに、、、、家家家家族介護族介護族介護族介護支援支援支援支援をはじめをはじめをはじめをはじめ

とするとするとするとする認認認認知症知症知症知症施策施策施策施策をををを積極積極積極積極的的的的にににに実施実施実施実施しししし、、、、地地地地域域域域のののの社会社会社会社会資資資資源源源源もももも活用活用活用活用するするするする中中中中でででで

高齢高齢高齢高齢者者者者がががが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地地地地域域域域でででで安安安安心心心心してしてしてして暮暮暮暮らしていけるらしていけるらしていけるらしていける地地地地域包括域包括域包括域包括ケアシスケアシスケアシスケアシス

テムテムテムテムのさらなるのさらなるのさらなるのさらなる充実充実充実充実にににに取組取組取組取組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。 
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またまたまたまた、、、、障害障害障害障害者者者者支援支援支援支援ではではではでは、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度にににに策定策定策定策定しましたしましたしましたしました第第第第３３３３期障害期障害期障害期障害者者者者

基本計基本計基本計基本計画及画及画及画及びびびび第第第第５５５５期障害期障害期障害期障害福祉福祉福祉福祉計計計計画画画画並並並並びびびびにににに第第第第１１１１期障害児期障害児期障害児期障害児福祉福祉福祉福祉計計計計画画画画にににに基基基基

づきづきづきづき、、、、相相相相談談談談支援支援支援支援事業事業事業事業のののの充実充実充実充実とととと、、、、きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな障害障害障害障害福祉福祉福祉福祉ササササーーーービビビビススススのののの提提提提供供供供にににに

努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、障害障害障害障害者者者者等等等等のののの自自自自立立立立とととと社会参加社会参加社会参加社会参加のののの促促促促進進進進がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう、、、、

関係関係関係関係機機機機関関関関とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、地地地地域生域生域生域生活支援活支援活支援活支援事業事業事業事業をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

 

消費消費消費消費生生生生活活活活のののの安安安安全全全全確確確確保保保保にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、消費消費消費消費生生生生活相活相活相活相談談談談員員員員によるによるによるによる「「「「消費消費消費消費

者者者者相相相相談窓談窓談窓談窓口口口口」」」」をををを継継継継続続続続しししし、、、、相相相相談談談談員員員員によるによるによるによる出出出出前前前前講講講講座座座座をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、高齢消費高齢消費高齢消費高齢消費者者者者

ののののトトトトラブラブラブラブルルルル防防防防止止止止などなどなどなど関係関係関係関係機機機機関関関関とととと連携連携連携連携したしたしたした啓啓啓啓発活発活発活発活動動動動にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとともにとともにとともにとともに、、、、

持持持持続的続的続的続的にににに安安安安定定定定したしたしたした消費消費消費消費者者者者行政行政行政行政のののの推進推進推進推進にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

    またまたまたまた、「、「、「、「女女女女性性性性のためののためののためののための相相相相談窓談窓談窓談窓口口口口」」」」もももも、、、、毎毎毎毎月月月月１１１１回回回回のののの実施実施実施実施をををを継継継継続続続続しししし、、、、関係関係関係関係

機機機機関関関関とととと連携連携連携連携のもとのもとのもとのもと、、、、各各各各種種種種相相相相談談談談業務業務業務業務のののの充実充実充実充実をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。 

 

交交交交通通通通対策対策対策対策につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、町町町町営営営営バスバスバスバスがががが本町本町本町本町におけるにおけるにおけるにおける公公公公共共共共交交交交通通通通のののの中心中心中心中心

的的的的存在存在存在存在としてとしてとしてとして役割役割役割役割をををを発発発発揮揮揮揮するようするようするようするよう引引引引きききき続続続続きききき利便利便利便利便性性性性のののの向上向上向上向上ととととコストコストコストコスト削削削削減減減減

にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。またまたまたまた、、、、町町町町内唯内唯内唯内唯一一一一のののの高高高高校校校校でででであるあるあるある須知須知須知須知高高高高校校校校へへへへのののの通通通通学学学学

支援支援支援支援につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、町町町町営営営営バスバスバスバスのののの利利利利用用用用促促促促進進進進及及及及びびびび須知須知須知須知高高高高校校校校のののの活活活活性性性性化対策化対策化対策化対策

としてとしてとしてとして引引引引きききき続続続続きききき助成助成助成助成をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。 

またまたまたまた、、、、近近近近年年年年ではではではでは、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者がががが関係関係関係関係するするするする重大重大重大重大なななな交交交交通通通通事故事故事故事故がががが全国的全国的全国的全国的にににに多発多発多発多発

しておりますことからしておりますことからしておりますことからしておりますことから、、、、そそそそのののの対策対策対策対策としてとしてとしてとして運運運運転免許転免許転免許転免許証証証証自自自自主主主主返納返納返納返納制度制度制度制度をををを設設設設

けておりけておりけておりけており、、、、本年本年本年本年１１１１月月月月末末末末現現現現在在在在で１０６で１０６で１０６で１０６名名名名のののの方方方方がこのがこのがこのがこの制度制度制度制度をををを活用活用活用活用いただいいただいいただいいただい

てててておりおりおりおりますますますます。。。。今後今後今後今後もももも引引引引きききき続続続続ききききＪＲＪＲＪＲＪＲバスバスバスバスやややや町町町町営営営営バスバスバスバスなどのなどのなどのなどの公公公公共共共共交交交交通利通利通利通利用用用用

へへへへのののの誘誘誘誘導導導導をををを図図図図りりりり、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者のののの事故事故事故事故防防防防止止止止にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

 

４つ４つ４つ４つ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「子育子育子育子育てててて支援支援支援支援」」」」でありますでありますでありますであります。。。。 

次次次次代代代代をををを担担担担うううう子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちのののの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長をををを支援支援支援支援するためするためするためするため、、、、「「「「京京京京丹波町子丹波町子丹波町子丹波町子

ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援事業事業事業事業計計計計画画画画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、「、「、「、「子育子育子育子育てをてをてをてを    みみみみんんんんなでなでなでなで育育育育むむむむ    地地地地

域域域域のののの輪輪輪輪」」」」をををを基本理念基本理念基本理念基本理念にににに、、、、地地地地域域域域のののの実情実情実情実情やややや特性特性特性特性をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた子育子育子育子育てててて支援施策支援施策支援施策支援施策
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をををを総合的総合的総合的総合的にににに推進推進推進推進しているところでありますしているところでありますしているところでありますしているところであります。。。。すべてのすべてのすべてのすべての子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが夢夢夢夢

とととと希望希望希望希望をををを持持持持ってってってって成長成長成長成長することができるすることができるすることができるすることができる社会社会社会社会のののの実現実現実現実現をををを目目目目指指指指してしてしてして、、、、発発発発達達達達支支支支

援援援援事業事業事業事業のののの充実充実充実充実をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、児児児児童虐待童虐待童虐待童虐待のののの未未未未然防然防然防然防止止止止をををを図図図図るためのるためのるためのるための専門職専門職専門職専門職員員員員をををを

配配配配置置置置しししし、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援機機機機関関関関とのとのとのとの連携連携連携連携強化強化強化強化にににに努努努努めるなどめるなどめるなどめるなど、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠期期期期からからからから子育子育子育子育

てててて期期期期までまでまでまで切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない支援支援支援支援をををを引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

またまたまたまた、、、、地地地地域域域域でのでのでのでの児児児児童童童童のののの預預預預かりかりかりかり等等等等のののの相相相相互互互互援助活援助活援助活援助活動動動動をををを支援支援支援支援するするするする「「「「ファミファミファミファミ

リリリリーーーー・・・・サポサポサポサポートートートート・・・・セセセセンターンターンターンター事業事業事業事業」」」」はははは、、、、会員会員会員会員数数数数もももも増加増加増加増加するなどするなどするなどするなど順順順順調調調調にににに事事事事

業業業業がががが進進進進んんんんでおりでおりでおりでおり、、、、引引引引きききき続続続続きききき推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

 

保育所保育所保育所保育所のののの運営運営運営運営につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、乳乳乳乳幼児期幼児期幼児期幼児期はははは生生生生涯涯涯涯ににににわわわわたるたるたるたる人人人人間形間形間形間形成成成成のののの

基基基基礎礎礎礎をををを培培培培うううう重重重重要要要要なななな時期時期時期時期でありでありでありであり、、、、質質質質のののの高高高高いいいい教育教育教育教育とととと保育保育保育保育のののの充実充実充実充実、、、、安安安安心心心心安安安安全全全全

なななな施設施設施設施設整備整備整備整備にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。更更更更にににに、、、、本年本年本年本年１０１０１０１０月月月月からのからのからのからの消費税消費税消費税消費税率引率引率引率引

きききき上上上上げげげげ時時時時にににに合合合合わわわわせてせてせてせて実施実施実施実施されることがされることがされることがされることが閣閣閣閣議決定議決定議決定議決定されましたされましたされましたされました「「「「幼児教幼児教幼児教幼児教

育育育育・・・・保育保育保育保育のののの無償化無償化無償化無償化」」」」についてもについてもについてもについても、、、、今後今後今後今後、、、、着実着実着実着実にににに取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めめめめ、、、、子育子育子育子育

てててて世代世代世代世代のののの負負負負担軽担軽担軽担軽減減減減をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    

平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度はははは、「、「、「、「第第第第２２２２期京丹波町子期京丹波町子期京丹波町子期京丹波町子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援事業事業事業事業計計計計画画画画」」」」のののの

策定年度策定年度策定年度策定年度でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。京丹波町子京丹波町子京丹波町子京丹波町子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて審審審審議会議会議会議会、、、、またまたまたまた町町町町民民民民のののの

皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意意意意見見見見をうかがいながらをうかがいながらをうかがいながらをうかがいながら、、、、よりよりよりより良良良良いいいい子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの整備整備整備整備とととと子子子子どもどもどもども

たたたたちちちちのののの明明明明るいるいるいるい未来未来未来未来がががが実現実現実現実現できるできるできるできる計計計計画画画画のののの策定策定策定策定をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

 

    幼保幼保幼保幼保連携型認連携型認連携型認連携型認定定定定こどもこどもこどもこども園園園園のののの整備整備整備整備にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育をををを一一一一体体体体

的的的的にににに行行行行うううう、、、、いいいいわばわばわばわば幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園とととと保育所保育所保育所保育所のののの良良良良さをさをさをさを併併併併せせせせ持持持持つつつつ施設施設施設施設としてとしてとしてとして、、、、 

２０２２２０２２２０２２２０２２年年年年４４４４月月月月のののの開開開開設設設設にににに向向向向けけけけ、、、、引引引引きききき続続続続きききき準備準備準備準備をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

    さらにはさらにはさらにはさらには、、、、丹波地丹波地丹波地丹波地区区区区のののの学学学学童童童童保育保育保育保育１１１１組組組組をををを丹波丹波丹波丹波ひひひひかりかりかりかり小小小小学学学学校敷校敷校敷校敷地地地地内内内内でででで整整整整

備備備備をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、子育子育子育子育てててて環境環境環境環境のののの充実充実充実充実をををを一一一一層層層層推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 
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    またまたまたまた、、、、教育教育教育教育分野分野分野分野におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、ふふふふるさとをるさとをるさとをるさとを良良良良くくくく知知知知りりりり、、、、ふふふふるさとをるさとをるさとをるさとを

愛愛愛愛するするするする心心心心をををを育育育育むむむむためためためため、、、、子子子子どもからどもからどもからどもから高齢高齢高齢高齢者者者者までまでまでまで生生生生涯涯涯涯をををを通通通通じたきめじたきめじたきめじたきめ細細細細やかやかやかやか

なななな生生生生涯涯涯涯学習学習学習学習をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

ままままずずずず、、、、学学学学校校校校教育教育教育教育につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、いじめいじめいじめいじめ防防防防止止止止対策対策対策対策のののの推進推進推進推進やややや学学学学校校校校施設施設施設施設

のののの維持管維持管維持管維持管理理理理などなどなどなど、、、、安安安安心心心心・・・・安安安安全全全全にににに学学学学ぶぶぶぶことができることができることができることができる環境環境環境環境をををを整整整整ええええるとともるとともるとともるととも

にににに、、、、就就就就学学学学やややや進進進進学学学学をををを見見見見据据据据ええええたたたた保幼小中保幼小中保幼小中保幼小中並並並並びびびびにににに須知須知須知須知高高高高校校校校とのとのとのとの切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない

連携連携連携連携やややや「「「「学学学学びびびびをををを育育育育むむむむ京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町メソッメソッメソッメソッドドドド」」」」によるによるによるによる授授授授業業業業改善改善改善改善、、、、さらにさらにさらにさらに豊豊豊豊かかかか

なななな心心心心をををを育育育育むむむむためのためのためのための音楽音楽音楽音楽やややや美術美術美術美術などのなどのなどのなどの専科専科専科専科教育教育教育教育のののの充実等充実等充実等充実等、、、、新新新新学習指導要学習指導要学習指導要学習指導要

領領領領にににに基基基基づきづきづきづき、、、、英語英語英語英語教育教育教育教育やややや情情情情報報報報教育教育教育教育のののの充実充実充実充実にもにもにもにも努努努努めてめてめてめてまいりますまいりますまいりますまいります。。。。 

またまたまたまた、、、、地地地地域学域学域学域学校校校校協協協協働働働働活活活活動動動動推進推進推進推進事業事業事業事業ではではではでは、、、、地地地地域域域域のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと一一一一体体体体となっとなっとなっとなっ

たたたた学学学学校校校校のののの維持維持維持維持充実充実充実充実とととと地地地地域域域域活活活活性性性性化化化化のののの取組取組取組取組みみみみをををを一一一一層層層層推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

 

次次次次にににに社会教育社会教育社会教育社会教育におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、心心心心のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、ふふふふ

るさとのるさとのるさとのるさとの文文文文化化化化ににににふふふふれれれれ、、、、学学学学びびびび合合合合うううう場場場場のののの提提提提供供供供やややや町町町町民民民民のののの多多多多様様様様化化化化するするするする学習学習学習学習ニニニニーーーー

ズズズズにににに対対対対応応応応するするするする取組取組取組取組みみみみをををを進進進進めめめめてまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。またまたまたまた、、、、青青青青少年少年少年少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成のののの

ためのためのためのための家家家家庭庭庭庭教育教育教育教育のののの充実充実充実充実やややや一人一人一人一人ひひひひとりのとりのとりのとりの人人人人権権権権がががが尊尊尊尊重重重重されされされされるるるる心心心心豊豊豊豊かなかなかなかな町町町町をををを

築築築築くためくためくためくため、、、、人人人人権権権権啓啓啓啓発発発発のののの推進推進推進推進にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

ススススポポポポーーーーツツツツのののの推進推進推進推進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、若若若若年年年年層層層層のののの体体体体力力力力・・・・競競競競技技技技力力力力のののの向上向上向上向上やややや高高高高

齢齢齢齢者者者者層層層層のののの健康健康健康健康寿命延伸寿命延伸寿命延伸寿命延伸のためのためのためのため、、、、京京京京都都都都トトトトレレレレーーーーニニニニングングングングセセセセンターンターンターンターのののの積極積極積極積極的的的的なななな

活用活用活用活用などなどなどなど、、、、各年各年各年各年代層代層代層代層にににに応応応応じたじたじたじた運動機運動機運動機運動機会会会会のののの創出創出創出創出にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

    

５つめの５つめの５つめの５つめの柱柱柱柱はははは「「「「産業振興産業振興産業振興産業振興」」」」でありますでありますでありますであります。。。。    

農林業農林業農林業農林業関係関係関係関係につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣対策対策対策対策をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、担担担担いいいい手手手手のののの確確確確保保保保

やややや育成育成育成育成、、、、特産物特産物特産物特産物のののの生産振興生産振興生産振興生産振興、、、、農業農業農業農業・・・・農農農農村村村村整備整備整備整備、、、、循環循環循環循環型農林業型農林業型農林業型農林業のののの推進推進推進推進にににに

取組取組取組取組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。 

有有有有害害害害鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣対策対策対策対策ではではではでは、、、、野野野野生生生生鳥獣鳥獣鳥獣鳥獣被被被被害総合対策害総合対策害総合対策害総合対策事業事業事業事業をををを活用活用活用活用したしたしたした金金金金網網網網フフフフェェェェ

ンスンスンスンスなどのなどのなどのなどの設置設置設置設置やややや深刻深刻深刻深刻ななななササササルルルル被被被被害害害害にににに対対対対応応応応するためするためするためするため、、、、個個個個体体体体数数数数やややや行行行行動動動動調調調調査査査査
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をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、ササササルルルル捕獲檻捕獲檻捕獲檻捕獲檻をををを設置設置設置設置しししし対策対策対策対策をををを強化強化強化強化してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

またまたまたまた、「、「、「、「大丹波大丹波大丹波大丹波ササササルルルル対策対策対策対策広広広広域連携域連携域連携域連携協議会協議会協議会協議会」」」」とととと連携連携連携連携しししし、、、、広広広広域域域域にににに行行行行動動動動するするするする

ササササルルルル群群群群にににに対対対対してしてしてして、、、、個個個個体管体管体管体管理理理理のののの効率効率効率効率化化化化をををを図図図図るためるためるためるため新新新新技技技技術術術術をををを用用用用いたいたいたいた取組取組取組取組みみみみ

をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、狩猟狩猟狩猟狩猟者者者者のののの確確確確保保保保・・・・育成育成育成育成をををを図図図図るためるためるためるため、、、、狩猟免許狩猟免許狩猟免許狩猟免許のののの取取取取得支援制度得支援制度得支援制度得支援制度

ののののほほほほかかかか、、、、町町町町域域域域をををを越越越越ええええたたたた広広広広域域域域捕獲捕獲捕獲捕獲のののの実施実施実施実施やややや鳥獣撃退鳥獣撃退鳥獣撃退鳥獣撃退器器器器のののの導導導導入入入入にににに対対対対するするするする補補補補

助助助助やややや新新新新機機機機種種種種のののの実実実実証証証証などなどなどなど、、、、よりよりよりより効果効果効果効果的的的的なななな対策対策対策対策をををを実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

 

担担担担いいいい手手手手育成対策育成対策育成対策育成対策ではではではでは、、、、地地地地域域域域のののの中中中中核核核核的的的的なななな担担担担いいいい手手手手となるとなるとなるとなる認認認認定定定定農業者農業者農業者農業者やややや新新新新

規規規規就就就就農者農者農者農者をはじめをはじめをはじめをはじめ集集集集落営農組織落営農組織落営農組織落営農組織などがなどがなどがなどが行行行行うううう農業機農業機農業機農業機械械械械のののの導導導導入入入入やややや施設施設施設施設整備整備整備整備

にににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、担担担担いいいい手養手養手養手養成実成実成実成実践践践践農場事業農場事業農場事業農場事業をををを活用活用活用活用しししし、、、、

技技技技術術術術習習習習得得得得からからからから就就就就農農農農までをまでをまでをまでを一一一一貫貫貫貫してしてしてして支支支支援援援援するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、就就就就農農農農前後前後前後前後のののの認認認認定定定定

就就就就農者農者農者農者にににに給給給給付付付付金金金金をををを支支支支給給給給しししし、、、、定着定着定着定着をををを図図図図るるるるほほほほかかかか、、、、多多多多様様様様なななな担担担担いいいい手手手手をををを増加増加増加増加させさせさせさせ

るためにるためにるためにるために、、、、空空空空きききき家家家家をををを活用活用活用活用したしたしたした住住住住環境環境環境環境のののの整備整備整備整備をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、新新新新たなたなたなたな研研研研修修修修制制制制

度度度度のののの仕仕仕仕組組組組みのみのみのみの構築構築構築構築やややや農農農農地中地中地中地中間管間管間管間管理理理理機構機構機構機構をををを通通通通じたじたじたじた担担担担いいいい手手手手へへへへのののの農農農農地集地集地集地集積積積積をををを

進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

 

生産振興生産振興生産振興生産振興対策対策対策対策ではではではでは、、、、消費消費消費消費者者者者のののの安安安安全全全全・・・・安安安安心心心心へへへへのののの志志志志向向向向がががが高高高高まるまるまるまる中中中中、、、、売売売売れれれれ

るるるる米米米米づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、主要主要主要主要なななな特産物特産物特産物特産物であるであるであるである「「「「黒黒黒黒大大大大豆豆豆豆」、「」、「」、「」、「小小小小豆豆豆豆」」」」

をはじめをはじめをはじめをはじめ、「、「、「、「そばそばそばそば」、「」、「」、「」、「京京京京野菜野菜野菜野菜」、」、」、」、またまたまたまた、、、、加加加加工工工工米米米米であるであるであるである「「「「京京京京のののの輝輝輝輝きききき」」」」やややや「「「「飼飼飼飼

料料料料用用用用米米米米」「」「」「」「飼飼飼飼料料料料用用用用稲稲稲稲」」」」などなどなどなど、、、、需需需需要要要要にににに応応応応じたじたじたじた作作作作物物物物のののの生産振興生産振興生産振興生産振興をををを図図図図るるるるほほほほかかかか、、、、

本町本町本町本町のののの名名名名産産産産であるであるであるである「「「「丹波丹波丹波丹波くりくりくりくり」」」」のののの生産拡生産拡生産拡生産拡大大大大をををを図図図図るためるためるためるため、、、、丹波丹波丹波丹波くりくりくりくり振興振興振興振興

事業事業事業事業やややや国国国国のののの山村山村山村山村活活活活性性性性化支援交付化支援交付化支援交付化支援交付金金金金をををを活用活用活用活用しししし、、、、生産者生産者生産者生産者のののの確確確確保保保保・・・・育成育成育成育成とととと生生生生

産拡産拡産拡産拡大大大大・・・・販売販売販売販売力力力力のののの強化強化強化強化にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みをみをみをみを引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

またまたまたまた、、、、京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町産農産物産農産物産農産物産農産物等等等等のののの新新新新たなたなたなたな認証認証認証認証制度制度制度制度をををを本年度本年度本年度本年度からからからから実施実施実施実施しししし、、、、

京丹波京丹波京丹波京丹波ブラブラブラブランドンドンドンドのののの一一一一層層層層のののの確立確立確立確立をををを支援支援支援支援してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 
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畜畜畜畜産産産産対策対策対策対策につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、堆肥堆肥堆肥堆肥のののの活用活用活用活用によるによるによるによる土土土土づくりをはじめづくりをはじめづくりをはじめづくりをはじめ、、、、中中中中

核核核核的的的的なななな担担担担いいいい手手手手がががが行行行行うううう機機機機械械械械導導導導入入入入やややや施設施設施設施設整備整備整備整備にににに支援支援支援支援をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、経経経経営営営営

所得所得所得所得安安安安定対策定対策定対策定対策をををを活用活用活用活用したしたしたした耕種耕種耕種耕種農家農家農家農家とととと畜畜畜畜産農家産農家産農家産農家のののの協力協力協力協力によるによるによるによる自自自自給飼給飼給飼給飼料料料料のののの

生産生産生産生産、、、、供給供給供給供給のできるのできるのできるのできる仕仕仕仕組組組組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを推進推進推進推進してましてましてましてまいりますいりますいりますいります。。。。 

 

農業農業農業農業・・・・農農農農村村村村整備整備整備整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、地地地地震震震震・・・・豪雨豪雨豪雨豪雨等等等等のののの自然災害自然災害自然災害自然災害にににに備備備備ええええるるるる

ためためためため、、、、基基基基幹幹幹幹的的的的なななな農業水農業水農業水農業水利利利利施設施設施設施設のののの老朽老朽老朽老朽化対策化対策化対策化対策をををを講講講講ずずずずるなどるなどるなどるなど、、、、農農農農村村村村地地地地域域域域のののの

防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災にににに向向向向けたけたけたけた整備整備整備整備をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、一定一定一定一定規模規模規模規模のためのためのためのため池池池池点点点点検検検検をををを実実実実

施施施施しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、中中中中山山山山間間間間地地地地域域域域等等等等直接直接直接直接支支支支払払払払やややや多多多多面面面面的的的的機能機能機能機能支支支支払払払払交付交付交付交付金金金金のののの活活活活

用等用等用等用等によりによりによりにより、、、、農業農業農業農業・・・・農農農農村村村村のののの多多多多面面面面的的的的機能機能機能機能のののの保全保全保全保全がががが図図図図れるようれるようれるようれるよう支援支援支援支援してましてましてましてま

いりますいりますいりますいります。。。。このこのこのこのほほほほかかかか、、、、小小小小規模農家規模農家規模農家規模農家をををを含含含含めためためためた地地地地域域域域活活活活動動動動をををを強化強化強化強化するためするためするためするため、、、、

地地地地域外域外域外域外のののの人人人人材材材材のののの活用活用活用活用をををを含含含含めためためためた地地地地域域域域のののの基基基基盤盤盤盤づくりづくりづくりづくりやややや、、、、地地地地域資域資域資域資源源源源をををを生生生生かしかしかしかし

たたたた「「「「なりなりなりなりわわわわいいいい」」」」づくりづくりづくりづくり、、、、またまたまたまた、、、、企企企企業業業業とととと提提提提携携携携したしたしたしたビジビジビジビジネスへネスへネスへネスへのののの発発発発展展展展までまでまでまで

をををを一一一一体体体体的的的的にににに支援支援支援支援するするするする集集集集落連携落連携落連携落連携活活活活動動動動をををを引引引引きききき続続続続きききき推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

 

林業振興林業振興林業振興林業振興面面面面ではではではでは、、、、林業林業林業林業経経経経営営営営のののの向上向上向上向上やややや林業団体林業団体林業団体林業団体のののの育成育成育成育成をををを図図図図りりりり、、、、ああああわわわわせせせせ

てててて森森森森林林林林のののの持持持持つつつつ多多多多面面面面的的的的機能機能機能機能をををを良良良良好好好好にににに維持維持維持維持していくためしていくためしていくためしていくため、、、、森森森森林林林林をををを整備整備整備整備するするするする

地地地地域域域域活活活活動動動動等等等等へへへへのののの支援支援支援支援をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、本町本町本町本町のののの人人人人工林工林工林工林の３の３の３の３分分分分の２がの２がの２がの２が

利利利利用期用期用期用期をををを迎迎迎迎ええええるるるる中中中中、、、、森森森森林林林林施施施施業業業業のののの集集集集約約約約化化化化やややや路路路路網網網網整備整備整備整備をををを通通通通じたじたじたじた施施施施業業業業のののの低低低低ココココ

ストストストスト化化化化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、仏仏仏仏主区主区主区主区からからからから細谷細谷細谷細谷区区区区をををを結結結結ぶぶぶぶ「「「「月月月月ヒラヒラヒラヒラ長長長長老線老線老線老線」」」」のののの開開開開設設設設

にににに取組取組取組取組むむむむなどなどなどなど、、、、計計計計画画画画的的的的なななな森森森森林整備林整備林整備林整備をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、公公公公有林整備事業有林整備事業有林整備事業有林整備事業によりによりによりにより、、、、伐採伐採伐採伐採、、、、植植植植林林林林、、、、保育保育保育保育にかかるにかかるにかかるにかかる雇用雇用雇用雇用をををを

創出創出創出創出するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、伐採伐採伐採伐採技技技技術術術術のののの向上向上向上向上とととと低低低低コストコストコストコスト技技技技術術術術のののの習習習習得得得得をををを図図図図りりりり、、、、今今今今

後後後後のののの施施施施業業業業モデモデモデモデルルルルをををを構築構築構築構築してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

またまたまたまた、、、、間間間間伐材伐材伐材伐材のののの搬搬搬搬出出出出コストコストコストコストにににに対対対対するするするする支援支援支援支援をををを行行行行いいいい、、、、切捨切捨切捨切捨てててて間間間間伐伐伐伐からからからから搬搬搬搬

出間出間出間出間伐伐伐伐へへへへのののの切切切切りりりり替替替替ええええをををを促促促促進進進進しししし、、、、経経経経営営営営基基基基盤盤盤盤のののの強化強化強化強化とととと資資資資源源源源のののの有効有効有効有効活用活用活用活用をををを図図図図

ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。 
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平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに施行施行施行施行されされされされるるるる「「「「森森森森林林林林経経経経営管営管営管営管理制度理制度理制度理制度」」」」ではではではでは、、、、適適適適切切切切

なななな経経経経営管営管営管営管理理理理をををを行行行行わわわわなけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない責責責責務務務務があることをがあることをがあることをがあることを明確明確明確明確化化化化したしたしたした上上上上でででで、、、、

適適適適切切切切なななな経経経経営管営管営管営管理理理理がががが行行行行わわわわれていないれていないれていないれていない森森森森林林林林をををを、、、、意意意意欲欲欲欲とととと能能能能力力力力のあるのあるのあるのある林業林業林業林業経経経経営営営営

者者者者やややや市市市市町町町町村村村村にににに委委委委ねねねね、、、、林業林業林業林業のののの成長成長成長成長産業産業産業産業化化化化とととと森森森森林林林林のののの適適適適切切切切なななな管管管管理理理理のののの両立両立両立両立をををを図図図図

ることとされておりますることとされておりますることとされておりますることとされております。。。。本町本町本町本町においてもにおいてもにおいてもにおいても今後今後今後今後、、、、取組取組取組取組みみみみをををを進進進進めめめめてまいてまいてまいてまい

りますりますりますります。。。。 

「「「「京京京京都府立林業都府立林業都府立林業都府立林業大大大大学学学学校校校校」」」」とのとのとのとの連携連携連携連携ではではではでは、、、、実実実実習林習林習林習林のののの提提提提供供供供などのなどのなどのなどの支援支援支援支援をををを

行行行行ううううほほほほかかかか、、、、様様様様 々々々々なななな面面面面でででで連携連携連携連携をををを強強強強めめめめ、、、、森森森森林林業林林業林林業林林業のののの発発発発展展展展とととと町町町町のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図

ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。今今今今春春春春はははは、、、、６６６６期期期期生生生生１６１６１６１６名名名名がががが卒卒卒卒業業業業されるされるされるされる見込見込見込見込みでありみでありみでありみであり、、、、

京京京京都府都府都府都府内内内内外外外外のののの林業林業林業林業関係関係関係関係機機機機関関関関などなどなどなどへへへへのののの就就就就職職職職がががが内内内内定定定定しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞いておりいておりいておりいており

ますますますます。。。。卒卒卒卒業生業生業生業生のののの皆様皆様皆様皆様のののの活活活活躍躍躍躍をををを心心心心からからからから期期期期待待待待するものでありますするものでありますするものでありますするものであります。。。。 

 

またまたまたまた、、、、循環循環循環循環型型型型森森森森林林林林経経経経営営営営などなどなどなど先先先先進的進的進的進的なななな取組取組取組取組みをみをみをみを進進進進めるめるめるめる北海北海北海北海道道道道下下下下川川川川町町町町とととと

のののの交交交交流流流流をををを通通通通じてじてじてじて、、、、本町本町本町本町のののの森森森森林林業林林業林林業林林業施策施策施策施策のののの一一一一層層層層のののの推進推進推進推進をををを図図図図ってまいりまってまいりまってまいりまってまいりま

すすすす。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、第第第第二二二二次京丹波町総合計次京丹波町総合計次京丹波町総合計次京丹波町総合計画画画画のののの将将将将来来来来像像像像でありますでありますでありますであります「「「「自自自自給給給給自足的自足的自足的自足的

循循循循環社会環社会環社会環社会」」」」のののの構築構築構築構築にににに向向向向けてけてけてけて、、、、ババババイオマイオマイオマイオマスススス産業都産業都産業都産業都市市市市構構構構想想想想のののの具具具具現化現化現化現化にににに向向向向けけけけ

たたたた取組取組取組取組みをみをみをみを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、森森森森林資林資林資林資源源源源やややや家家家家畜畜畜畜排排排排せつせつせつせつ物物物物をはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした町町町町内内内内

にににに豊豊豊豊富富富富にににに存在存在存在存在するするするするババババイオマイオマイオマイオマススススををををフルフルフルフル活用活用活用活用しししし、、、、地地地地域域域域内内内内のののの資資資資源源源源とととと経済経済経済経済がががが循循循循

環環環環するするするする仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを構築構築構築構築しししし、、、、林業林業林業林業・・・・農業農業農業農業・・・・畜畜畜畜産業産業産業産業のののの活活活活性性性性化化化化やややや雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出をををを

図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。特特特特にににに地地地地域資域資域資域資源源源源のののの活用活用活用活用ではではではでは、、、、京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町ババババイオマイオマイオマイオマスススス産産産産

業都業都業都業都市市市市構構構構想想想想をををを基本基本基本基本ににににババババイオマイオマイオマイオマススススのののの活用活用活用活用をををを推進推進推進推進しししし、、、、産業創出産業創出産業創出産業創出とととと地地地地域域域域循環循環循環循環

型型型型のまのまのまのまちちちちづくりをづくりをづくりをづくりを目目目目指指指指しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、町町町町内内内内産産産産木材利木材利木材利木材利用用用用促促促促進進進進事業事業事業事業やややや薪薪薪薪ストーストーストーストーブブブブ等等等等導導導導入入入入事業事業事業事業、、、、京丹波京丹波京丹波京丹波ぬぬぬぬ

くくくく森森森森ののののイイイイスススス贈呈贈呈贈呈贈呈事業事業事業事業、、、、木木木木育育育育
もくいく

のののの推進推進推進推進などをなどをなどをなどを通通通通じてじてじてじて、、、、町町町町内内内内産産産産木材木材木材木材のののの活用活用活用活用とととと

木木木木ののののぬぬぬぬくもりをくもりをくもりをくもりを感感感感じるじるじるじる豊豊豊豊かなかなかなかな暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの実現実現実現実現にににに取組取組取組取組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。 

 

次次次次にににに、、、、道路道路道路道路等等等等のののの整備整備整備整備でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、道路道路道路道路はははは産業産業産業産業活活活活動動動動やややや住民生住民生住民生住民生活活活活をををを支支支支
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ええええるとともにるとともにるとともにるとともに、、、、地地地地域域域域のののの連携連携連携連携やややや交交交交流圏流圏流圏流圏のののの拡拡拡拡大大大大などなどなどなど、、、、地方地方地方地方創生創生創生創生をををを実現実現実現実現するするするする

ためにもためにもためにもためにも欠欠欠欠かすことのかすことのかすことのかすことのできできできできないないないない社会基社会基社会基社会基盤盤盤盤でありますでありますでありますであります。。。。このためこのためこのためこのため、、、、道路道路道路道路

のののの利便利便利便利便性性性性・・・・安安安安全全全全性性性性のののの向上向上向上向上はもはもはもはもちちちちろろろろんんんん、、、、観光観光観光観光入込入込入込入込客数客数客数客数のののの増加増加増加増加などのなどのなどのなどのストストストスト

ックックックック効果効果効果効果がががが最最最最大大大大限限限限発発発発揮揮揮揮できるようできるようできるようできるよう、、、、必要必要必要必要なななな道路整備道路整備道路整備道路整備にににに取組取組取組取組んんんんでまいりでまいりでまいりでまいり

ますますますます。。。。またまたまたまた、、、、橋梁橋梁橋梁橋梁などのなどのなどのなどの定期点定期点定期点定期点検検検検やややや長長長長寿命寿命寿命寿命化計化計化計化計画画画画をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた老朽老朽老朽老朽化対化対化対化対

策策策策、、、、通通通通学路学路学路学路などのなどのなどのなどの安安安安全対策全対策全対策全対策にににに引引引引きききき続続続続きききき取組取組取組取組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。    

国国国国道道道道関係関係関係関係につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、旧旧旧旧町町町町間間間間をををを結結結結ぶぶぶぶ重重重重要要要要なななな幹幹幹幹線道路線道路線道路線道路であることであることであることであること

からからからから、、、、国国国国道道道道２７２７２７２７号号号号中中中中山山山山白白白白土土土土間間間間のののの狭狭狭狭小小小小区間区間区間区間改改改改修修修修やややや国国国国道道道道９９９９号橋号橋号橋号橋爪爪爪爪地地地地区区区区のののの歩歩歩歩

道道道道等等等等のののの整備整備整備整備にににに向向向向けてけてけてけて、、、、関係関係関係関係団体団体団体団体ともともともとも協調協調協調協調しししし、、、、安安安安全全全全なななな道路道路道路道路のののの早早早早期実現期実現期実現期実現にににに

向向向向けけけけ引引引引きききき続続続続きききき取組取組取組取組んんんんでまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。 

府道府道府道府道関係関係関係関係につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、沿沿沿沿線線線線市市市市とのとのとのとの連連連連絡絡絡絡やややや、、、、国国国国道道道道にににに連連連連絡絡絡絡するするするする幹幹幹幹線線線線

道路道路道路道路であることからであることからであることからであることから、、、、災害時災害時災害時災害時のののの避難道路避難道路避難道路避難道路やややや交交交交流流流流基基基基盤盤盤盤としてとしてとしてとして、、、、そそそそのののの役割役割役割役割

はははは重重重重要要要要でありますでありますでありますであります。。。。このためこのためこのためこのため、、、、早早早早期改期改期改期改修修修修にににに向向向向けてけてけてけて、、、、沿沿沿沿線住民線住民線住民線住民のののの皆様皆様皆様皆様やややや、、、、

促促促促進進進進同同同同盟盟盟盟会会会会、、、、協議会協議会協議会協議会のののの皆様皆様皆様皆様とととと共共共共にににに継継継継続続続続してしてしてして要要要要望望望望活活活活動動動動をををを行行行行ってまいりまってまいりまってまいりまってまいりま

すすすす。。。。    

    

河川整備河川整備河川整備河川整備等等等等につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、畑畑畑畑川川川川ダダダダムムムムのののの完完完完成成成成によりによりによりにより治治治治水機能水機能水機能水機能がががが向上向上向上向上

しししし、、、、安安安安心心心心・・・・安安安安全全全全がががが図図図図られたところでありますられたところでありますられたところでありますられたところであります。。。。引引引引きききき続続続続きききき、、、、高高高高屋川屋川屋川屋川「「「「藤藤藤藤

ヶヶヶヶ瀬瀬瀬瀬工区工区工区工区」」」」改改改改修事業修事業修事業修事業についてについてについてについて、、、、事業事業事業事業進進進進捗捗捗捗がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう京京京京都府都府都府都府とととと連携連携連携連携

してしてしてして取組取組取組取組むむむむとともにとともにとともにとともに、、、、災害災害災害災害のののの常習常習常習常習地地地地となっているとなっているとなっているとなっている須知須知須知須知川川川川等等等等のののの河川河川河川河川につにつにつにつ

きましてはきましてはきましてはきましては、、、、事業事業事業事業化化化化にににに向向向向けたけたけたけた関係関係関係関係者者者者とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、調調調調整整整整にににに取組取組取組取組んんんんでまいりでまいりでまいりでまいり

ますますますます。。。。 

またまたまたまた、、、、砂砂砂砂防防防防事業事業事業事業等等等等につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても京京京京都府都府都府都府とととと連携連携連携連携してしてしてして取組取組取組取組むむむむこととしこととしこととしこととし、、、、

町町町町管管管管理理理理河川河川河川河川におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、災害災害災害災害のののの発発発発生生生生にににに繋繋繋繋がることのないようがることのないようがることのないようがることのないよう、、、、必必必必

要要要要なななな修修修修繕繕繕繕をををを行行行行いいいい健全健全健全健全なななな河川河川河川河川環境環境環境環境のののの整備整備整備整備にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。 

なおなおなおなお、、、、畑畑畑畑川川川川ダダダダムムムム湖畔湖畔湖畔湖畔のののの周辺周辺周辺周辺整備整備整備整備につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、財源財源財源財源のののの確確確確保保保保がががが課題課題課題課題

だとだとだとだと考考考考ええええておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、地地地地域域域域とのとのとのとの合合合合意形意形意形意形成成成成をををを図図図図りつつりつつりつつりつつ京京京京都府都府都府都府とととと一一一一体体体体
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となってとなってとなってとなって整備整備整備整備するためするためするためするため、、、、国国国国・・・・京京京京都府都府都府都府にににに要要要要望望望望してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

    

次次次次にににに、、、、商工業商工業商工業商工業のののの振興振興振興振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、一一一一部部部部にににに景景景景気気気気回復回復回復回復のののの兆兆兆兆しもしもしもしも見見見見ええええ

るもののるもののるもののるものの中小中小中小中小事業者事業者事業者事業者にとってはにとってはにとってはにとっては、、、、依依依依然然然然としてとしてとしてとして厳厳厳厳しいしいしいしい経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢のののの中中中中でででで、、、、

商工商工商工商工会会会会とととと連携連携連携連携したしたしたした小小小小規模商工業者規模商工業者規模商工業者規模商工業者等等等等のののの育成育成育成育成やややや補給金補給金補給金補給金制度制度制度制度などなどなどなど、、、、町町町町独独独独自自自自

施策施策施策施策としてとしてとしてとして商工業者商工業者商工業者商工業者のののの経経経経営安営安営安営安定定定定にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援をををを引引引引きききき続続続続きききき行行行行なうなうなうなうほほほほかかかか、、、、

企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致やややや起起起起業業業業育成育成育成育成及及及及びびびび地地地地元元元元企企企企業業業業のののの活活活活性性性性化化化化をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

特特特特にににに町町町町内内内内でのでのでのでの起起起起業業業業をををを後押後押後押後押しするしするしするしする支援支援支援支援としてとしてとしてとして、、、、起起起起業業業業・・・・新新新新事業創出補事業創出補事業創出補事業創出補助助助助

金金金金をををを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら、、、、地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける雇用雇用雇用雇用創出及創出及創出及創出及びびびび地地地地域域域域へへへへのののの人人人人材材材材定着定着定着定着をををを推推推推

進進進進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

またまたまたまた、、、、国国国国のののの地方地方地方地方創生創生創生創生推進交付推進交付推進交付推進交付金金金金をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、新新新新たにたにたにたに地地地地域商域商域商域商社社社社のののの立立立立ちちちち

上上上上げをげをげをげを行行行行いいいい、、、、地地地地域資域資域資域資源源源源ののののブラブラブラブランドンドンドンド化化化化やややや販販販販路開路開路開路開拓拓拓拓によりによりによりにより、、、、農林業農林業農林業農林業やややや商工商工商工商工

業業業業のののの活活活活性性性性化化化化をををを図図図図りりりり、、、、起起起起業家業家業家業家育成育成育成育成やややや雇用雇用雇用雇用創出創出創出創出につなげてまいりますにつなげてまいりますにつなげてまいりますにつなげてまいります。。。。 

観光観光観光観光のののの振興振興振興振興につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、食食食食ををををテーテーテーテーママママとしたとしたとしたとした様様様様 々々々々なななな取組取組取組取組みをみをみをみを実施実施実施実施

しししし、「、「、「、「食食食食のまのまのまのまちちちち・・・・京丹波京丹波京丹波京丹波」」」」としてとしてとしてとして全国全国全国全国へへへへのののの流通流通流通流通拡拡拡拡大大大大やややや町町町町内内内内へへへへのののの集集集集客客客客などなどなどなど

をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。 

 

平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年度度度度もももも「「「「食食食食のののの祭典祭典祭典祭典」」」」をををを丹波自然丹波自然丹波自然丹波自然運動運動運動運動公公公公園園園園、、、、須知須知須知須知高高高高校校校校をををを会会会会場場場場

としてとしてとしてとして、、、、本町本町本町本町のののの豊豊豊豊かなかなかなかな食食食食をををを広広広広くくくく情情情情報報報報発発発発信信信信するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、町町町町民民民民総参加総参加総参加総参加のののの

イイイイベベベベントントントントとしてとしてとしてとして町町町町民民民民のののの皆様皆様皆様皆様のののの誇誇誇誇りづくりやりづくりやりづくりやりづくりや元気元気元気元気づくりにつなげてまいづくりにつなげてまいづくりにつなげてまいづくりにつなげてまい

りますりますりますります。。。。 

またまたまたまた、、、、国国国国のののの地方地方地方地方創生創生創生創生のののの流流流流れのれのれのれの中中中中、、、、町町町町内内内内のののの自然環境自然環境自然環境自然環境をををを生生生生かしたかしたかしたかした映映映映画画画画等等等等

ロロロロケケケケ誘誘誘誘致致致致事業事業事業事業をををを進進進進めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。このこのこのこの取組取組取組取組みではみではみではみでは、、、、ロロロロケケケケ地地地地をををを新新新新たなたなたなたな

ままままちちちちづくりのづくりのづくりのづくりの種種種種（（（（シーシーシーシーズズズズ））））としてとしてとしてとして「「「「映映映映画画画画のまのまのまのまちちちち、、、、映映映映像文像文像文像文化化化化のまのまのまのまちちちち」」」」とととと

してしてしてして本町本町本町本町のののの活活活活性性性性化化化化をををを目目目目指指指指しますしますしますします。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、道道道道のののの駅駅駅駅「「「「京丹波京丹波京丹波京丹波味味味味夢夢夢夢のののの里里里里」」」」にににに隣隣隣隣接接接接してしてしてして、、、、民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者によるによるによるによる

ホホホホテルテルテルテル建建建建設設設設がががが計計計計画画画画されていますされていますされていますされています。。。。このこのこのこの機機機機会会会会にににに、、、、京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町のののの魅魅魅魅力力力力をををを広広広広くくくく
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ＰＰＰＰＲＲＲＲしししし、、、、町町町町内内内内にににに観光観光観光観光客客客客をををを呼呼呼呼びびびび込込込込めるようなめるようなめるようなめるような取組取組取組取組みをみをみをみを推進推進推進推進してまいりましてまいりましてまいりましてまいりま

すすすす。。。。 

またまたまたまた、、、、特産物特産物特産物特産物のののの販売販売販売販売やややや施設施設施設施設利利利利用用用用をきっかけとしたをきっかけとしたをきっかけとしたをきっかけとした道路道路道路道路利利利利用用用用者者者者のののの町町町町内内内内

へへへへのののの誘誘誘誘導導導導方方方方法法法法のののの確立確立確立確立などなどなどなど、、、、京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町観光観光観光観光協会等関係協会等関係協会等関係協会等関係団体団体団体団体とととと連携連携連携連携をををを図図図図りりりり

ながらながらながらながら推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。このこのこのこのほほほほかかかか、、、、東東東東京京京京オリオリオリオリンピンピンピンピックックックック・・・・パパパパラリラリラリラリンンンン

ピピピピックックックックをををを契契契契機機機機としたとしたとしたとしたホホホホストタウンストタウンストタウンストタウン構構構構想想想想ややややススススポポポポーーーーツツツツ観光観光観光観光聖聖聖聖地地地地化化化化事業事業事業事業をををを推推推推

進進進進することによりすることによりすることによりすることにより、、、、交交交交流流流流人口人口人口人口のののの拡拡拡拡大大大大をををを推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。 

    

最最最最後後後後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、健康健康健康健康のののの里里里里づくりのづくりのづくりのづくりの一一一一つであるつであるつであるつである「「「「町財政町財政町財政町財政のののの健康健康健康健康」」」」

でありますでありますでありますであります。。。。ここここれまでにれまでにれまでにれまでに述述述述べてまいりましたべてまいりましたべてまいりましたべてまいりました様様様様 々々々々なななな施策施策施策施策のののの実現実現実現実現にはにはにはには、、、、

健全健全健全健全なななな財政財政財政財政をををを維持維持維持維持することすることすることすることがががが不不不不可可可可欠欠欠欠ででででありまありまありまありますすすす。。。。少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化とととと人口減人口減人口減人口減

少少少少によってによってによってによって年年年年 々々々々増加増加増加増加するするするする社会保障費社会保障費社会保障費社会保障費やややや大大大大型事業型事業型事業型事業のののの実施実施実施実施にににに伴伴伴伴うううう地方債地方債地方債地方債残残残残

高高高高のののの増加増加増加増加などなどなどなど、、、、財政状況財政状況財政状況財政状況もももも厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを増増増増しておりますしておりますしておりますしております。。。。今後今後今後今後におきましにおきましにおきましにおきまし

てもてもてもても、、、、新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎のののの建建建建設設設設などなどなどなど多多多多くのくのくのくの地方債地方債地方債地方債のののの借借借借入入入入がががが見込見込見込見込まれまれまれまれますとともにますとともにますとともにますとともに、、、、

普普普普通通通通交付税交付税交付税交付税のののの合合合合併併併併特特特特例例例例算定算定算定算定のののの段階段階段階段階的縮減的縮減的縮減的縮減ををををふふふふままままええええ、、、、更更更更なるなるなるなる財政財政財政財政のののの健全健全健全健全

化対策化対策化対策化対策がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。 

このことからこのことからこのことからこのことから、、、、自自自自主主主主財源財源財源財源であるであるであるである地方税地方税地方税地方税のののの確確確確保保保保におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、「「「「公公公公

平平平平・・・・公正公正公正公正」」」」のののの原原原原則則則則のもとのもとのもとのもと、、、、納納納納税税税税者者者者のののの立場立場立場立場にににに立立立立ったったったった適適適適正正正正なななな課税課税課税課税とととと徴徴徴徴収収収収にににに

努努努努めめめめていかなけれていかなけれていかなけれていかなければばばばなりませなりませなりませなりませんんんん。。。。このためこのためこのためこのため、、、、京京京京都都都都地方税地方税地方税地方税機構機構機構機構とととと十十十十分分分分連連連連

携携携携しししし、、、、納納納納税税税税者者者者のののの利便利便利便利便性性性性をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、徴徴徴徴収収収収率率率率のののの向上向上向上向上にににに努努努努めてまいりまめてまいりまめてまいりまめてまいりま

すすすす。。。。    

またまたまたまた、、、、何何何何事事事事におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、町町町町民民民民のののの皆様皆様皆様皆様へへへへのののの説明説明説明説明責責責責任任任任をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと

果果果果たしたしたしたし、、、、要要要要望望望望にににに応応応応ええええられるようられるようられるようられるよう、、、、またまたまたまた、、、、ままままちちちちづくりにづくりにづくりにづくりに参参参参画画画画いただけるいただけるいただけるいただける

ようようようよう職職職職員一人員一人員一人員一人ひひひひとりがとりがとりがとりが常常常常にににに住民住民住民住民目目目目線線線線でででで物事物事物事物事をををを考考考考ええええ、、、、町政町政町政町政運営運営運営運営にににに取組取組取組取組んんんん

でまいりますでまいりますでまいりますでまいります。。。。 

    

    以以以以上上上上、、、、様様様様 々々々々にににに申申申申しししし上上上上げてまいりましたがげてまいりましたがげてまいりましたがげてまいりましたが、、、、これらこれらこれらこれら諸諸諸諸施策施策施策施策のののの実現実現実現実現はははは、、、、
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私私私私ひひひひとりでとりでとりでとりで成成成成ししししええええるものではございませるものではございませるものではございませるものではございませんんんん。。。。緊緊緊緊張張張張感感感感ととととスピードスピードスピードスピード感感感感をををを持持持持

ってってってって誠実誠実誠実誠実にににに、、、、意意意意思思思思決定決定決定決定機機機機関関関関であるであるであるである議会議会議会議会やややや町町町町民民民民のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意意意意見見見見をををを伺伺伺伺いないないないな

がらがらがらがら、、、、職職職職員員員員とととと一一一一丸丸丸丸となってとなってとなってとなって全力全力全力全力をををを注注注注いでまいるいでまいるいでまいるいでまいる決決決決意意意意でありまでありまでありまでありますすすす。。。。    

議員各位議員各位議員各位議員各位並並並並びびびびにににに町町町町民民民民のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご理理理理解解解解とごとごとごとご支援支援支援支援をををを心心心心からおからおからおからお願願願願いいいい申申申申しししし

上上上上げますげますげますげます。。。。    

    

以以以以上上上上、、、、平成平成平成平成３３３３１１１１年度年度年度年度のののの施政方針施政方針施政方針施政方針といたしますといたしますといたしますといたします。。。。    


