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平成平成平成平成３０３０３０３０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３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月２２２２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３０３０３０３０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町長町長町長にににに就任就任就任就任してしてしてして初初初初のののの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ていさせていさせていさせてい

ただくことになりましたただくことになりましたただくことになりました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、、、、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がががが続続続続くくくく中中中中でででで、、、、緩緩緩緩やかやかやかやか

なななな回復基調回復基調回復基調回復基調にありにありにありにあり経済経済経済経済のののの好循環好循環好循環好循環がががが実現実現実現実現しつつあるとされていますしつつあるとされていますしつつあるとされていますしつつあるとされていますがががが、、、、

海外経済海外経済海外経済海外経済のののの不確実性不確実性不確実性不確実性などなどなどなど景気景気景気景気のののの先行先行先行先行きにきにきにきに対対対対するするするする不透明感不透明感不透明感不透明感もももも見見見見られられられられ、、、、個個個個

人消費人消費人消費人消費はははは未未未未だだだだ力強力強力強力強さをさをさをさを欠欠欠欠くなどくなどくなどくなど、、、、そのそのそのその成果成果成果成果がががが十分十分十分十分にににに浸透浸透浸透浸透していないしていないしていないしていない状状状状

況況況況にありますにありますにありますにあります。。。。 

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、、、、少子化対策少子化対策少子化対策少子化対策やややや企企企企

業業業業のののの生産性向上生産性向上生産性向上生産性向上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、、、、前年度予算前年度予算前年度予算前年度予算にににに対対対対し０し０し０し０．．．．３３３３％％％％

増増増増の９７の９７の９７の９７兆兆兆兆７７７７，，，，１２８１２８１２８１２８億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、、、、経済経済経済経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させさせさせ

るためのるためのるための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３０３０３０３０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、、、、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地方地方地方

交付税交付税交付税交付税のののの原資原資原資原資となるとなるとなるとなる国税収入国税収入国税収入国税収入のののの増加増加増加増加をををを見込見込見込見込むとともにむとともにむとともにむとともに経経経経費全般費全般費全般費全般にわたにわたにわたにわた

りりりり節減合理化節減合理化節減合理化節減合理化にににに取組取組取組取組まれまれまれまれましましましましたがたがたがたが、、、、社会保障関係費社会保障関係費社会保障関係費社会保障関係費のののの自然増自然増自然増自然増がががが見込見込見込見込まままま

れることなどによりれることなどによりれることなどによりれることなどにより、、、、６６６６兆兆兆兆１１１１，，，，７８３７８３７８３７８３億円億円億円億円のののの財源不足財源不足財源不足財源不足がががが生生生生じるじるじるじる見込見込見込見込みみみみ
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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。。。。このためこのためこのためこのため、、、、財源不足財源不足財源不足財源不足をををを補補補補てんするためてんするためてんするためてんするため、、、、赤字地方赤字地方赤字地方赤字地方

債債債債といわれるといわれるといわれるといわれる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を３を３を３を３兆兆兆兆８８８８，，，，２１０２１０２１０２１０億円借億円借億円借億円借りりりり入入入入れるなどれるなどれるなどれるなど地地地地

方方方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」」」」をどのようにしてをどのようにしてをどのようにしてをどのようにして進進進進めていくのめていくのめていくのめていくの

かかかか。。。。そのそのそのその初年度初年度初年度初年度にあたるにあたるにあたるにあたる平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度のののの町政運営町政運営町政運営町政運営のののの基本施策基本施策基本施策基本施策につきまにつきまにつきまにつきま

してしてしてして申申申申しししし述述述述べべべべさせていたださせていたださせていたださせていただきますきますきますきます。。。。 

所信表明所信表明所信表明所信表明におきましてにおきましてにおきましてにおきまして申申申申しししし述述述述べましたがべましたがべましたがべましたが、「、「、「、「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」」」」のののの基本基本基本基本

となりますのがとなりますのがとなりますのがとなりますのが、、、、町民町民町民町民おおおお一人一人一人一人おひとりのおひとりのおひとりのおひとりの健康健康健康健康とととと町行政町行政町行政町行政のののの健康健康健康健康でありでありでありであり、、、、

それをそれをそれをそれを実現実現実現実現させるために５つのさせるために５つのさせるために５つのさせるために５つの柱柱柱柱をををを掲掲掲掲げておりますげておりますげておりますげております。。。。 

 

１１１１つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱がががが「「「「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。。。。少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化がががが進行進行進行進行しししし

ますますますます本町本町本町本町にあってにあってにあってにあって、、、、様々様々様々様々なななな課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにはするためにはするためにはするためには、、、、町行政町行政町行政町行政とととと町民町民町民町民のののの

皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが一一一一体体体体となってまとなってまとなってまとなってまちちちちづくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必要必要必要必要でありますでありますでありますであります。。。。

そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、町行政町行政町行政町行政がががが説説説説明明明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すたすたすたす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。。。。 

選挙選挙選挙選挙公公公公約約約約でもありましたでもありましたでもありましたでもありました丹波地丹波地丹波地丹波地域開発株式域開発株式域開発株式域開発株式会社会社会社会社へへへへのののの公費公費公費公費投投投投入入入入のののの件件件件にににに

つきましてもつきましてもつきましてもつきましても、、、、事事事事業業業業のののの背景背景背景背景やややや今日今日今日今日までのまでのまでのまでの状況状況状況状況などなどなどなどをををを改改改改めてめてめてめて調調調調査査査査しししし、、、、議議議議

論論論論をしたうをしたうをしたうをしたうええええでででで町民町民町民町民のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに説説説説明明明明させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと考考考考ええええておりておりておりており

ますますますます。。。。 

次次次次にににに、、、、新新新新庁舎建設庁舎建設庁舎建設庁舎建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、、、、昨昨昨昨年年年年１２１２１２１２月月月月７７７７日日日日のののの第第第第４４４４回回回回

京丹波町議会京丹波町議会京丹波町議会京丹波町議会でのでのでのでの所信表明所信表明所信表明所信表明においてにおいてにおいてにおいて申申申申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように、、、、課題課題課題課題となとなとなとな

っておりますっておりますっておりますっております建設建設建設建設コストコストコストコストのののの縮縮縮縮減減減減をををを図図図図るためるためるためるため、、、、新新新新庁舎庁舎庁舎庁舎へへへへのののの出出出出先先先先機機機機関関関関のののの集集集集

約約約約やややや建物建物建物建物のののの規模規模規模規模・・・・構造構造構造構造、、、、ランニングコストランニングコストランニングコストランニングコストなどなどなどなど再再再再点点点点検検検検をををを行行行行ないないないない、、、、最適最適最適最適

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。。。。現現現現在在在在、、、、基本基本基本基本設設設設計計計計にににに着手着手着手着手したところでありしたところでありしたところでありしたところであり、、、、設設設設

計計計計ワークショップワークショップワークショップワークショップをををを開催開催開催開催しししし、、、、住住住住民目民目民目民目線線線線でのでのでのでの様々様々様々様々なごなごなごなご意意意意見見見見をいただきなをいただきなをいただきなをいただきな

がらがらがらがら「「「「町民町民町民町民のためののためののためののための庁舎庁舎庁舎庁舎」」」」をををを目目目目指指指指しししし取組取組取組取組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。またまたまたまた、、、、取組取組取組取組
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みみみみ状況状況状況状況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、、、、しっかりとごしっかりとごしっかりとごしっかりとご報告報告報告報告させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、ごごごご理理理理解解解解をををを

いただくいただくいただくいただく中中中中でででで進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいり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。。。。    

 

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」」」」でありますでありますでありますであります。。。。 

ままままずずずず、、、、地地地地域域域域がががが元元元元気気気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解決課題解決課題解決課題解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支援支援支援支援担担担担当当当当職職職職員員員員をををを中中中中心心心心にににに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的積極的積極的積極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活環境生活環境生活環境生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発普及啓発普及啓発普及啓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、、、、公公公公害防止害防止害防止害防止やややや産業産業産業産業廃棄物廃棄物廃棄物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、、、、住住住住民民民民のののの皆皆皆皆様様様様やややや事事事事業業業業者者者者のののの皆皆皆皆様様様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、、、、

安心安心安心安心でででで安安安安定定定定したしたしたした生活環境生活環境生活環境生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堆肥等堆肥等堆肥等堆肥化化化化容器購容器購容器購容器購入助成入助成入助成入助成やややや資源資源資源資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事事事業補助業補助業補助業補助金金金金

制制制制度度度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再再再資源化資源化資源化資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

化化化化防止防止防止防止対策対策対策対策やややや再再再再生生生生可能可能可能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

用用用用太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発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助補助補助補助制制制制度度度度」」」」をををを継継継継続続続続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。。。。 

 

原子力原子力原子力原子力防災防災防災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故事故事故事故にににに備備備備ええええ、、、、住住住住民民民民のののの安安安安全全全全とととと安心安心安心安心

をををを守守守守るためるためるためるため、、、、避難路避難路避難路避難路のののの整整整整備備備備やややや要要要要支援支援支援支援者等者等者等者等へへへへのののの車両車両車両車両のののの確保確保確保確保をををを国国国国にににに求求求求めるめるめるめる

とともにとともにとともにとともに、、、、地地地地域域域域協議会協議会協議会協議会とととと緊密緊密緊密緊密なななな連携連携連携連携をはかりをはかりをはかりをはかり、、、、原子力施原子力施原子力施原子力施設設設設のののの現状現状現状現状やややや安安安安

全対策全対策全対策全対策等等等等のののの把握把握把握把握とととと、、、、住住住住民民民民避難訓練避難訓練避難訓練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住住住民民民民避難避難避難避難計計計計画画画画のののの確確確確認認認認・・・・

検証検証検証検証、、、、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。。。。 

またまたまたまた、、、、災害災害災害災害時時時時におにおにおにおけるけるけるける初期対初期対初期対初期対応応応応でででではははは、、、、地地地地域域域域力力力力がががが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。。。。そそそそ

のののの地地地地域域域域力力力力をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために自自自自主防災主防災主防災主防災組組組組織織織織化化化化をををを推進推進推進推進しているところですしているところですしているところですしているところです。。。。

各行政各行政各行政各行政区等区等区等区等におけるにおけるにおけるにおける組組組組織織織織のののの結結結結成成成成・・・・育育育育成成成成やややや地地地地域域域域基基基基盤盤盤盤のののの強化強化強化強化をををを図図図図るためのるためのるためのるための
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資資資資機材機材機材機材やややや防災備蓄物防災備蓄物防災備蓄物防災備蓄物資資資資等等等等のののの整備整備整備整備にににに対対対対するするするする補助補助補助補助制制制制度度度度ををを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、、、、災害災害災害災害時時時時のののの避難避難避難避難所所所所としてとしてとしてとして位位位位置置置置付付付付けておりますけておりますけておりますけております公民公民公民公民館館館館施施施施設等設等設等設等でででで

必必必必要要要要となるとなるとなるとなる情情情情報機器類報機器類報機器類報機器類のののの整備整備整備整備にもにもにもにも対対対対応応応応してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考ええええておりまておりまておりまておりま

すすすす。。。。 

 

次次次次にににに、、、、一般一般一般一般住宅等住宅等住宅等住宅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

にににに基基基基づきづきづきづき、、、、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、、、、

引引引引きききき続続続続きききき耐震診断事耐震診断事耐震診断事耐震診断事業業業業やややや耐震耐震耐震耐震改改改改修事修事修事修事業業業業をををを促促促促進進進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、、、、住宅住宅住宅住宅改改改改修修修修

補助補助補助補助金金金金交付交付交付交付事事事事業業業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性化経済活性化経済活性化経済活性化へへへへのののの効効効効果果果果もももも大大大大きいこきいこきいこきいこ

とからとからとからとから、、、、継継継継続続続続してしてしてして事事事事業業業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。。。。 

 

水道事水道事水道事水道事業業業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心安心安心安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施施施設設設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、、、、高経年化施高経年化施高経年化施高経年化施設設設設のののの計計計計

画的画的画的画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、、、、下下下下水道事水道事水道事水道事業業業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、、、、予予予予防的防的防的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的効率的効率的効率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、、、、生活環境生活環境生活環境生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。。。。    

 

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心安心安心安心・・・・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。。。。 

私私私私はははは、、、、町長就任町長就任町長就任町長就任以来以来以来以来、「、「、「、「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」」」」をををを進進進進めていくめていくめていくめていく中中中中でででで、、、、健康健康健康健康はははは

財産財産財産財産でありでありでありであり、、、、心身心身心身心身ともにともにともにともに健康健康健康健康であることがであることがであることがであることが何何何何よりよりよりより一一一一番大切番大切番大切番大切であるとであるとであるとであると考考考考

ええええていますていますていますています。。。。 

そしてそしてそしてそして、、、、町民町民町民町民のののの皆皆皆皆様様様様がががが安心安心安心安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課題要課題要課題要課題

はははは、、、、何何何何とととと申申申申しましてもしましてもしましてもしましても地地地地域医療域医療域医療域医療のののの確保確保確保確保であるとであるとであるとであると存存存存じじじじておりておりておりておりますますますます。。。。    

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からからからから京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町病院病院病院病院にににに和知診療和知診療和知診療和知診療所所所所及及及及びびびび和知歯科診療和知歯科診療和知歯科診療和知歯科診療所所所所をををを

一本化一本化一本化一本化しししし、、、、経営経営経営経営のののの効率効率効率効率化化化化やややや病院病院病院病院とととと診療診療診療診療所所所所のののの連携連携連携連携強化強化強化強化をををを図図図図りりりり、、、、本町本町本町本町のののの医医医医

療療療療がががが推進推進推進推進されてきましたされてきましたされてきましたされてきました。。。。またまたまたまた、、、、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府立医大及府立医大及府立医大及府立医大及びびびび関係関係関係関係医医医医
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療機療機療機療機関関関関とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより医師医師医師医師のののの確保確保確保確保をををを推進推進推進推進してまいりましたしてまいりましたしてまいりましたしてまいりました。。。。 

本年本年本年本年もももも、、、、２２２２月月月月２２２２４４４４日日日日にににに和知和知和知和知ふふふふれあいれあいれあいれあいセンターセンターセンターセンターでででで「「「「平成平成平成平成２９２９２９２９年度京丹年度京丹年度京丹年度京丹

波町地波町地波町地波町地域包括医療講域包括医療講域包括医療講域包括医療講演演演演会会会会」」」」をををを開催開催開催開催しましたところしましたところしましたところしましたところ、、、、多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆様様様様にににに参加参加参加参加

していただきしていただきしていただきしていただき、、、、医療医療医療医療へへへへのののの関関関関心心心心のののの高高高高さをさをさをさを強強強強くくくく感感感感じたところですじたところですじたところですじたところです。。。。京丹波京丹波京丹波京丹波

町町町町病院病院病院病院とととと各各各各診療診療診療診療所所所所をををを「「「「私私私私たたたたちちちちのののの町町町町のののの私私私私たたたたちちちちのののの病院病院病院病院」」」」としてとしてとしてとして更更更更にににに身近身近身近身近にににに

感感感感じていただけるようじていただけるようじていただけるようじていただけるよう、、、、今今今今後後後後ともともともとも、、、、在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、地地地地域包括医療域包括医療域包括医療域包括医療

のののの推推推推進進進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障障障害者害者害者害者のののの方々方々方々方々がががが

安心安心安心安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政策政策政策課題課題課題課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福祉域福祉域福祉域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、、、、今今今今後後後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、、、、みんなでみんなでみんなでみんなで支支支支ええええるるるる地地地地域福祉域福祉域福祉域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、、、、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、、、、昨昨昨昨年年年年１０１０１０１０月月月月からからからから実施実施実施実施しまししまししまししまし

たたたた福祉福祉福祉福祉人人人人材材材材確保対策確保対策確保対策確保対策事事事事業業業業にににに加加加加ええええてててて、、、、新新新新たにたにたにたに介護福祉士育介護福祉士育介護福祉士育介護福祉士育成成成成修学修学修学修学資資資資金貸金貸金貸金貸

付付付付事事事事業業業業をををを創設創設創設創設しししし、、、、町町町町内福祉事内福祉事内福祉事内福祉事業所業所業所業所等等等等へへへへのののの人人人人材材材材確保支援確保支援確保支援確保支援にににに努努努努めてまいりめてまいりめてまいりめてまいり

ますますますます。。。。    

    

次次次次にににに、、、、住住住住民民民民のののの安心安心安心安心・・・・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豊心豊心豊心豊かなかなかなかな生活生活生活生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んとがんとがんとが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総総総合健合健合健合健診診診診のののの

推進推進推進推進をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、がんのがんのがんのがんの早早早早期期期期発発発発見見見見とととと疾病疾病疾病疾病リスクリスクリスクリス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、、、、ピロピロピロピロ

リリリリ菌検査菌検査菌検査菌検査のののの導導導導入入入入、、、、胸部胸部胸部胸部レントゲンレントゲンレントゲンレントゲン検査検査検査検査ののののデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化、、、、乳乳乳乳がんがんがんが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実施実施実施等等等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３０３０３０３０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、、、、子子子子宮宮宮宮がんがんがんがん検診検診検診検診においてにおいてにおいてにおいて、、、、従来従来従来従来のののの方方方方法法法法

よりよりよりより精精精精度度度度がががが高高高高いいいい「「「「液液液液状化状化状化状化検体細胞診検体細胞診検体細胞診検体細胞診」」」」によるによるによるによる方方方方法法法法をををを用用用用いるとともにいるとともにいるとともにいるとともに、、、、

昨昨昨昨年度年度年度年度とととと同同同同様様様様にににに休休休休日健日健日健日健診診診診を２を２を２を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充充充実実実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労勤労勤労勤労者者者者がががが受診受診受診受診しやしやしやしやすいすいすいすい体制体制体制体制づくりにづくりにづくりにづくり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、、、、

健康長健康長健康長健康長寿寿寿寿のまのまのまのまちちちちのののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、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
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次次次次健康増進計健康増進計健康増進計健康増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活生活生活生活

改善推進員協議会改善推進員協議会改善推進員協議会改善推進員協議会などとのなどとのなどとのなど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導指導指導指導にににに取組取組取組取組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年のののの自自自自殺殺殺殺対策基本対策基本対策基本対策基本法法法法のののの改正改正改正改正にににに伴伴伴伴いいいい、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが「「「「生生生生きききき

ることのることのることのることの包括的包括的包括的包括的なななな支援支援支援支援」」」」としてとしてとしてとして自自自自殺殺殺殺対策対策対策対策にににに関関関関するするするする必要必要必要必要なななな支援支援支援支援がががが受受受受けらけらけらけら

れるようれるようれるようれるよう「「「「自自自自殺殺殺殺対策計対策計対策計対策計画画画画」」」」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。。。。    

またまたまたまた、、、、安心安心安心安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身心身心身心身障障障障害者害者害者害者やひとりやひとりやひとりやひとり親家庭親家庭親家庭親家庭等等等等

にににに対対対対すすすするるる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、、、、出出出出生生生生から１８から１８から１８から１８歳歳歳歳以以以以下下下下のののの方方方方までのまでのまでのまでの

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月月月額額額額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費助成費助成費助成制制制制度度度度やややや、、、、

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１１１１４４４４回分回分回分回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制制制度度度度、、、、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金事金事金事業業業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、、、、新新新新たにたにたにたに、、、、産産産産婦婦婦婦健健健健診診診診へへへへのののの公費公費公費公費負負負負担担担担とととと、、、、新生新生新生新生児児児児へへへへのののの虐待虐待虐待虐待未然未然未然未然防止防止防止防止

やややや産産産産後後後後不不不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出出出産産産産包括包括包括包括支援支援支援支援事事事事業業業業もももも

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険険険分分分分野野野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

者福祉者福祉者福祉者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事事事業計業計業計業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

険険険険事事事事業業業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にるとともにるとともにるとともに、、、、家族家族家族家族介護介護介護介護支援支援支援支援やややや認知認知認知認知症症症症

予予予予防事防事防事防事業業業業をををを積極的積極的積極的積極的にににに実施実施実施実施しししし、、、、在宅在宅在宅在宅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心安心安心安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ケアケアケアシステムシステムシステムシステムのさらなるのさらなるのさらなるのさらなる充充充充実実実実にににに取組取組取組取組んでまいんでまいんでまいんでまい

りますりますりますります。。。。 

またまたまたまた、、、、障障障障害者害者害者害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年度年度年度年度からからからからスタートスタートスタートスタートするするするする第第第第３３３３期障期障期障期障害害害害

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期障期障期障期障害福祉害福祉害福祉害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、、、、相談相談相談相談支援支援支援支援事事事事業業業業のののの充充充充実実実実とととと、、、、

きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな障障障障害福祉害福祉害福祉害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、、、、障障障障害者等害者等害者等害者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、、、、地地地地域域域域生活生活生活生活

支援支援支援支援事事事事業業業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。。。。 

 

交交交交通通通通対対対対策策策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、、、、町営町営町営町営ババババススス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中中中心心心心
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的存在的存在的存在的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にににに努努努努めてまいめてまいめてまいめてまい

りますりますりますります。。。。町町町町内内内内唯唯唯唯一一一一のののの高高高高校校校校であるであるであるである須須須須知知知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、、、、

町営町営町営町営ババババススススのののの利利利利用用用用促促促促進策進策進策進策、、、、さらにはさらにはさらにはさらには須須須須知知知知高高高高校校校校活性化対策活性化対策活性化対策活性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、、、、高齢高齢高齢高齢者者者者のののの運運運運転転転転によるによるによるによる重重重重大大大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全国全国全国的的的的にににに多多多多発発発発しししし

ておりますことからておりますことからておりますことからておりますことから、、、、そのそのそのその対策対策対策対策としてとしてとしてとして平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度にににに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制制制度度度度をををを創設創設創設創設しましたしましたしましたしました。。。。今今今今後後後後もももも引引引引きききき続続続続ききききＪＲＪＲＪＲＪＲババババススススやややや町営町営町営町営ババババススス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防止事故防止事故防止事故防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。。。。 

 

社会社会社会社会教教教教育育育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、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひ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、、、、互互互互いをいをいをいを認認認認

めめめめ合合合合いいいい、、、、差差差差別別別別もいじめもないもいじめもないもいじめもないもいじめもない明明明明るくるくるくるく住住住住みよいみよいみよいみよい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発啓発啓発啓発

のののの推進推進推進推進にににに努努努努めますめますめますめます。。。。生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習ではではではでは社会社会社会社会的的的的なななな健康健康健康健康づくりによるづくりによるづくりによるづくりによる健康健康健康健康のののの里里里里

ををを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、、、、町民町民町民町民がががが多多多多彩彩彩彩なななな活活活活動動動動やややや交交交交流流流流のののの場場場場をををを通通通通じじじじ様々様々様々様々なななな文文文文化化化化にににに触触触触

れるとともにれるとともにれるとともにれるとともに、、、、多様化多様化多様化多様化・・・・高度化高度化高度化高度化するするするする学学学学習習習習ニーニーニーニーズズズズにににに応応応応ええええるるるる生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習をををを推推推推

進進進進しししし、、、、人人人人間間間間性性性性豊豊豊豊かでかでかでかで創造創造創造創造性性性性をををを育育育育むまむまむまむまちちちちをををを目目目目指指指指しますしますしますします。。。。そのそのそのその一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、

図図図図書書書書館建設館建設館建設館建設にににに向向向向けたけたけたけた検検検検討討討討をををを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、先進地先進地先進地先進地事事事事例例例例やややや町町町町内内内内にありますにありますにありますにあります

公民公民公民公民館図館図館図館図書室書室書室書室のののの利利利利用状況用状況用状況用状況などなどなどなど現状現状現状現状のののの調調調調査査査査・・・・分分分分析析析析をををを行行行行うことやうことやうことやうことや、、、、友友友友好町好町好町好町

であるであるであるである双葉双葉双葉双葉町町町町とととと文文文文化化化化作品作品作品作品のののの交交交交換展示換展示換展示換展示をををを行行行行うなどうなどうなどうなど文文文文化交化交化交化交流流流流をををを進進進進めめめめ、、、、人人人人をををを

思思思思いやるいやるいやるいやる心心心心のののの醸醸醸醸成成成成をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

 

４４４４つつつつ目目目目のののの柱柱柱柱はははは「「「「子子子子育育育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・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援事事事事業計業計業計業計画画画画」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、「、「、「、「子子子子育育育育てをてをてをてを    みんなでみんなでみんなでみん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特特特性性性性をををを踏踏踏踏ままままええええたたたた子子子子育育育育てててて支援施策支援施策支援施策支援施策

をををを総総総総合合合合的的的的にににに推進推進推進推進してしてしてしているところでありますいるところでありますいるところであります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

援援援援事事事事業業業業のののの充充充充実実実実をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの未然未然未然未然防止防止防止防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専門専門専門職職職職員員員員をををを
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配配配配置置置置しししし、、、、子子子子育育育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子子子育育育育

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、、、、児童児童児童児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互相互相互相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「「「「ファファファファミリーミリーミリーミリー・・・・ササササ

ポポポポートートートート・・・・センターセンターセンターセンター事事事事業業業業」」」」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。。。。 

保保保保育育育育所所所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、、、、乳乳乳乳幼児幼児幼児幼児期期期期はははは生生生生涯涯涯涯にわたるにわたるにわたるにわ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教教教育育育育とととと保保保保育育育育のののの充充充充実実実実、、、、安心安安心安安心安安心安全全全全

なななな施施施施設整備設整備設整備設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。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、子子子子育育育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るためるためるためるため、、、、町町町町独独独独自自自自のののの第第第第３３３３子子子子以以以以降降降降のののの

保保保保育育育育所所所所利利利利用用用用料料料料等等等等のののの無料無料無料無料化化化化とととと住宅住宅住宅住宅リリリリフォフォフォフォームームームーム支援支援支援支援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。。。。    

    

次次次次にににに、、、、幼幼幼幼保保保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、、、、地地地地域域域域

のののの特色特色特色特色をををを生生生生かしたかしたかしたかした総総総総合合合合的的的的なななな教教教教育育育育・・・・保保保保育育育育環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めるためめるためめるためめるため、、、、京丹京丹京丹京丹

波町子波町子波町子波町子ども・ども・ども・ども・子子子子育育育育てててて審審審審議会議会議会議会にににに「「「「認認認認定定定定こどもこどもこどもこども園園園園開設開設開設開設」」」」とととと「「「「新新新新園園園園舎整備舎整備舎整備舎整備」」」」

についてごについてごについてごについてご意意意意見見見見をををを伺伺伺伺いいいい、、、、昨昨昨昨年年年年１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日にににに答答答答申申申申いただいたところでいただいたところでいただいたところでいただいたところで

すすすす。。。。今今今今後後後後、、、、認認認認定定定定こどもこどもこどもこども園園園園新新新新園園園園舎建設舎建設舎建設舎建設基本計基本計基本計基本計画画画画をををを策定策定策定策定しししし、、、、平成平成平成平成３３３３４４４４年年年年春春春春

のののの開設開設開設開設にににに向向向向けてけてけてけて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。。。。 

またまたまたまた、、、、学学学学習習習習指導要指導要指導要指導要領領領領のののの改改改改訂訂訂訂をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、ＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ教教教教育育育育のののの普及普及普及普及やややや教教教教職職職職員員員員のののの

働働働働きききき方改方改方改方改革革革革、、、、幼幼幼幼保一保一保一保一元元元元化化化化によるによるによるによる就就就就学学学学前前前前教教教教育育育育のののの変革変革変革変革、、、、地地地地域域域域とのとのとのとの協協協協働働働働によによによによ

るるるる教教教教育育育育環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり等等等等、、、、幼児教幼児教幼児教幼児教育及育及育及育及びびびび学学学学校教校教校教校教育育育育現現現現場場場場のののの環境環境環境環境はははは国国国国のののの動動動動向向向向等等等等

によりによりによりにより大大大大きくきくきくきく変変変変化化化化していますしていますしていますしています。。。。本町本町本町本町ではではではでは平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月作作作作成成成成のののの「「「「町町町町教教教教

育育育育振興振興振興振興基本計基本計基本計基本計画画画画」」」」がががが中中中中間間間間見見見見直直直直しのしのしのしの年年年年となりとなりとなりとなり、、、、現状現状現状現状にににに応応応応じたじたじたじた内容内容内容内容をををを盛盛盛盛りりりり

込込込込みみみみ整整整整理理理理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、、、、幼幼幼幼保保保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をををを見見見見据据据据ええええた０た０た０た０歳児歳児歳児歳児からのからのからのからの遊遊遊遊びびびびをををを通通通通しししし    

たたたた就就就就学学学学前前前前教教教教育育育育のののの推進推進推進推進とととと充充充充実実実実、、、、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越越越越したしたしたした保保保保幼小幼小幼小幼小中中中中並並並並びびびびにににに須須須須

知知知知高高高高校校校校とのとのとのとの連携連携連携連携強化強化強化強化、、、、京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町学学学学力力力力向上向上向上向上メソメソメソメソッッッッドドドドによるますますのによるますますのによるますますのによるますますの授授授授
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業改善業改善業改善業改善事事事事業業業業のののの取組取組取組取組みとともにみとともにみとともにみとともに、、、、専専専専科科科科教教教教育育育育やややや英語教英語教英語教英語教育育育育、、、、情情情情報報報報教教教教育育育育をををを推進推進推進推進

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。。。。    

いじめいじめいじめいじめ問問問問題題題題ではではではでは、「、「、「、「京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町いじめいじめいじめいじめ防止防止防止防止基本方針基本方針基本方針基本方針」」」」によりによりによりにより、、、、いじめのいじめのいじめのいじめの

未然未然未然未然防止防止防止防止やややや早早早早期期期期発発発発見見見見、、、、早早早早期対期対期対期対応応応応ををを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、「、「、「、「いじめをなくすいじめをなくすいじめをなくすいじめをなくす京京京京

丹波町子丹波町子丹波町子丹波町子どもどもどもども宣言宣言宣言宣言」」」」にもとづきにもとづきにもとづきにもとづき、、、、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒自自自自身身身身によるによるによるによる、、、、いじめのないいじめのないいじめのないいじめのない

学学学学校校校校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すめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

人人人人口口口口減少減少減少減少、、、、少子化少子化少子化少子化にともなうにともなうにともなうにともなう教教教教育課題育課題育課題育課題にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、地地地地域創域創域創域創生生生生のののの観観観観点点点点

からからからから、、、、地地地地域域域域とととと学学学学校校校校がががが一一一一体体体体となってとなってとなってとなって学学学学校教校教校教校教育育育育のののの充充充充実実実実とととと地地地地域域域域活性化活性化活性化活性化をををを目目目目指指指指

すすすす「「「「首首首首長長長長部部部部局局局局等等等等とのとのとのとの協協協協働働働働によるによるによるによる新新新新たなたなたなたな学学学学校校校校モモモモデルデルデルデルのののの構築構築構築構築」」」」のののの取組取組取組取組みをみをみをみを

一一一一層層層層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、、、、学学学学童童童童保保保保育事育事育事育事業業業業のののの充充充充実実実実やややや環境環境環境環境整整整整備備備備にににに向向向向けけけけ、、、、学学学学童童童童保保保保育育育育１１１１組組組組（（（（丹丹丹丹

波地波地波地波地区区区区））））のののの施施施施設建設設建設設建設設建設をををを目目目目指指指指したしたしたした設設設設計業計業計業計業務務務務等等等等ををを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、、、、京京京京都都都都トトトト

レーニングセンターレーニングセンターレーニングセンターレーニングセンターをををを活用活用活用活用しししし、、、、小小小小中中中中学学学学生生生生のののの体体体体力力力力、、、、競技競技競技競技力力力力のののの向上向上向上向上などなどなどなど、、、、

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ししし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。。。。    

    

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

農林農林農林農林業関係業関係業関係業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、、、、有害有害有害有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保確保確保確保

やややや育育育育成成成成、、、、特特特特産産産産物物物物のののの生産生産生産生産振興振興振興振興、、、、農農農農業業業業・・・・農村農村農村農村整備整備整備整備、、、、循環循環循環循環型型型型農林農林農林農林業業業業のののの推進推進推進推進にににに

取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。 

有害有害有害有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被鳥獣被鳥獣被鳥獣被害総害総害総害総合対策合対策合対策合対策事事事事業業業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ェフェフェフェ

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

をををを行行行行うとともうとともうとともうとともにににに、、、、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、、、、昨昨昨昨年年年年３３３３月月月月にににに設立設立設立設立されたされたされたされた「「「「大大大大丹波丹波丹波丹波ササササルルルル対策対策対策対策広域連携広域連携広域連携広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、、、、広域広域広域広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、、、、個個個個体体体体管管管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るたるたるた

めめめめ新新新新技術技術技術技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をみをみをみ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。。。。 

さらさらさらさらにににに、、、、狩猟狩猟狩猟狩猟者者者者のののの確保確保確保確保・・・・育育育育成成成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得支援取得支援取得支援取得支援制制制制度度度度

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域広域広域広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
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助助助助などなどなどなど、、、、よりよりよりより効効効効果果果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育手育手育手育成対策成対策成対策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農農農業業業業者者者者やややや新新新新

規規規規就就就就農農農農者者者者をはじめをはじめをはじめをはじめ集集集集落落落落営営営営農農農農組組組組織織織織などがなどがなどがなどが行行行行うううう農農農農業業業業機機機機械械械械のののの導導導導入入入入やややや施施施施設整備設整備設整備設整備

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農場践農場践農場践農場事事事事業業業業をををを活用活用活用活用しししし、、、、

技術習技術習技術習技術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援支援支援支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前前前後後後後のののの認認認認定定定定

就就就就農農農農者者者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、、、、定定定定着着着着をををを図図図図るるるるほほほほかかかか、、、、多様多様多様多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制修制修制修制

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。。。。 

生産生産生産生産振興振興振興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・・・・安心安心安心安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特特特産産産産物物物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」、「」、「」、「」、「小豆小豆小豆小豆」」」」

をはじめをはじめをはじめをはじめ、「、「、「、「そそそそばばばば」、「」、「」、「」、「京京京京野菜野菜野菜野菜」、」、」、」、またまたまたまた、、、、加加加加工米工米工米工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生産生産生産振興振興振興振興をををを図図図図ってまいってまいってまいってまい

りますりますりますります。。。。またまたまたまた、、、、直売直売直売直売所所所所のののの取組取組取組取組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、、、、新新新新たなたなたなたな認証制認証制認証制認証制度度度度のののの研究研究研究研究

をををを進進進進めるなどめるなどめるなどめるなど、、、、京丹波京丹波京丹波京丹波ブブブブランランランランドドドドのののの一一一一層層層層のののの確確確確立立立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。。。。 

このこのこのこのほほほほかかかか、、、、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」」」」のののの生産生産生産生産拡拡拡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事事事業業業業やややや国国国国のののの山村山村山村山村活性化支援交付活性化支援交付活性化支援交付活性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、、、、生産生産生産生産者者者者のののの確確確確

保保保保・・・・育育育育成成成成とととと生産生産生産生産拡拡拡拡大大大大にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組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。。。。 

 

畜畜畜畜産対策産対策産対策産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施施施設整備設整備設整備設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、、、、経営経営経営経営

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農家耕種農家耕種農家耕種農家とととと畜畜畜畜産産産産農家農家農家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。。。。 

 

農農農農業業業業・・・・農村農村農村農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自然自然自然災害災害災害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農農農業業業業水水水水利利利利施施施施設設設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、、、、農村農村農村農村地地地地域域域域のののの

防災防災防災防災・・・・減減減減災災災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、、、、中中中中山間山間山間山間地地地地域等域等域等域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

面面面面的機能的機能的機能的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用活用活用活用等等等等によりによりによりにより、、、、農農農農業業業業・・・・農村農村農村農村のののの多多多多面面面面的機能的機能的機能的機能のののの保全保全保全保全
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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、、、、地地地地域域域域力力力力のののの向上向上向上向上をををを目目目目指指指指したしたしたした集集集集

落落落落連携連携連携連携活活活活動動動動へへへへのののの支援支援支援支援をををを引引引引きききき推進推進推進推進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。。。。 

 

林林林林業業業業振興面振興面振興面振興面ではではではでは、、、、林林林林業経営業経営業経営業経営のののの向上向上向上向上やややや林林林林業業業業団体団体団体団体のののの育育育育成成成成をををを図図図図りりりり、、、、あわせあわせあわせあわせ

てててて森林森林森林森林のののの持持持持つつつつ多多多多面面面面的機的機的機的機能能能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、、、、森林森林森林森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等動等動等動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、、、、森林森林森林森林施業施業施業施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じじじたたたた施業施業施業施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細細細谷谷谷谷区区区区をををを結結結結ぶぶぶぶ「「「「月月月月ヒヒヒヒララララ長長長長老線老線老線老線」」」」のののの開設開設開設開設

にににに取組取組取組取組むなどむなどむなどむなど、、、、計計計計画的画的画的画的なななな森林森林森林森林整備整備整備整備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。。。。 

なおなおなおなお、、、、「「「「月月月月ヒヒヒヒララララ長長長長老線老線老線老線」」」」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、、、、集集集集落間落間落間落間をををを結結結結ぶぶぶぶ基基基基幹林幹林幹林幹林道道道道であであであであ

りりりり、、、、緊緊緊緊急急急急時時時時のののの迂迂迂迂回回回回路路路路としてのとしてのとしてのとしての利利利利用用用用もももも可能可能可能可能となるととなるととなるととなる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。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、公公公公有有有有林林林林整備事整備事整備事整備事業業業業によりによりによりにより、、、、伐採伐採伐採伐採、、、、植林植林植林植林、、、、保保保保育育育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、、、、伐採技術伐採技術伐採技術伐採技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術技術技術技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業施業施業施業モモモモデルデルデルデ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、、、、間伐間伐間伐間伐材材材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、、、、切切切切捨捨捨捨てててて間伐間伐間伐間伐からからからから搬搬搬搬

出出出出間伐間伐間伐間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、、、、経営基経営基経営基経営基盤盤盤盤のののの強化強化強化強化とととと資源資源資源資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。。。。 

「「「「京京京京都府立都府立都府立都府立林林林林業業業業大学大学大学大学校校校校」」」」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、、、、様々様々様々様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、、、、森林林森林林森林林森林林業業業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性化活性化活性化活性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、、、、５５５５期生期生期生期生１１１１４４４４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、、、、

京京京京都府内都府内都府内都府内外外外外のののの林林林林業関係業関係業関係業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皆皆皆様様様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林森林森林森林経営経営経営経営などなどなどなど先進先進先進先進的的的的なななな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るめるめるめる北北北北海海海海道道道道下下下下川川川川町町町町

とのとのとのと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林林森林林森林林森林林業施策業施策業施策業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ってってってまいりまいりまいりまいり

ますますますます。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、第第第第二二二二次次次次京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町総総総総合計合計合計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自足自足自足的的的的

循環社会循環社会循環社会循環社会」」」」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、、、、バイオマバイオマバイオマバイオマスススス産業産業産業産業都都都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
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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、、、、森林森林森林森林資源資源資源資源やややや家畜排家畜排家畜排家畜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イオマバイオマバイオマバイオマススススををををフフフフルルルル活用活用活用活用しししし、、、、地地地地域内域内域内域内のののの資源資源資源資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、、、、林林林林業業業業・・・・農農農農業業業業・・・・畜畜畜畜産業産業産業産業のののの活性化活性化活性化活性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域域域資源資源資源資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イオマバイオマバイオマバイオマスススス産産産産

業業業業都都都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イオマバイオマバイオマバ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、、、、産業産業産業産業創出創出創出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木木木材材材材利利利利用用用用促促促促進進進進事事事事業業業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導等導等導等導入入入入事事事事業業業業、、、、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事事事業業業業、、、、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木木木材材材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促促促促進進進進にににに取組取組取組取組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。 

 

次次次次にににに、、、、道路等道路等道路等道路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活産業活産業活産業活動動動動やややや住住住住民生活民生活民生活民生活をををを支支支支

ええええるるるるとともにとともにとともにとともに、、、、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創創創生生生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出出出出来来来来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・・・・安安安安全性全性全性全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んろんろんろん、、、、観観観観光光光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効効効果果果果がががが最大最大最大最大限限限限発発発発揮揮揮揮できできできできるようるようるようるよう、、、、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でまいりんでまいりんでまいりんでまいり

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でまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

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、、、、狭小狭小狭小狭小区区区区間間間間やややや歩歩歩歩道道道道未未未未設置区設置区設置区設置区間間間間等等等等のののの改改改改修修修修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協協協

調調調調しししし、、、、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でまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。 

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、、、、災害災害災害災害時時時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、、、、そのそのそのそ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、、、、沿沿沿沿線住線住線住線住民民民民のののの皆皆皆皆様様様様やややや、、、、促促促促進進進進同同同同盟盟盟盟会会会会、、、、協協協協

議会議会議会議会のののの皆皆皆皆様様様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すってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    

河河河河川川川川整備等整備等整備等整備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、、、、安心安心安心安心・・・・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、、、、高高高高屋屋屋屋川川川川「「「「藤藤藤藤
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ヶヶヶヶ瀬瀬瀬瀬工工工工区区区区」」」」改改改改修事修事修事修事業業業業についてについてについてについて、、、、事事事事業進業進業進業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取取取りりりり組組組組むとともにむとともにむとともにむとともに、、、、災害災害災害災害のののの常常常常習習習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須須須知知知知川川川川等等等等のののの河河河河川川川川にににに

つきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、事事事事業化業化業化業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取取取組組組組んでまいんでまいんでまいんでまい

りますりますりますります。。。。 

またまたまたまた、、、、砂砂砂砂防事防事防事防事業業業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こととしむこととしむこととしむこととし、、、、

町町町町管管管管理理理理河河河河川川川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がることがることがることののののないようないようないようないよう、、、、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河河河川川川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。。。。 

畑畑畑畑川川川川ダダダダムムムムのののの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、、、、治治治治水水水水とととと利利利利水水水水のののの機能機能機能機能がががが十分十分十分十分にににに発発発発揮揮揮揮ささささ

れるようれるようれるようれるよう関係関係関係関係機機機機関関関関とともにとともにとともにとともに適適適適正正正正なななな維持管維持管維持管維持管理理理理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、、、、

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保確保確保確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ておておてお

りますのでりますのでりますのでりますので、、、、今今今今後後後後ともともともとも地地地地域域域域とのとのとのとの合合合合意意意意形形形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となとなとなとな

ってってってって取組取組取組取組んでんでんでんでまいりますまいりますまいりますまいります。。。。 

    

次次次次にににに、、、、商商商商工工工工業業業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気回復景気回復景気回復景気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

ますがますがますがますが中中中中小小小小事事事事業業業業者者者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、、、、商商商商

工工工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規模規模規模商商商商工工工工業業業業者等者等者等者等のののの育育育育成成成成やややや補補補補給金制給金制給金制給金制度度度度などなどなどなど、、、、町町町町独独独独自施自施自施自施

策策策策としてとしてとしてとして商商商商工工工工業業業業者者者者のののの経営経営経営経営安安安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育育育成成成成及及及及びびびび地地地地元元元元企業企業企業企業のののの活性化活性化活性化活性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後後後押押押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・・・・新新新新事事事事業業業業創出創出創出創出補助補助補助補助

金金金金をををを創設創設創設創設しししし、、、、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定定定着着着着をををを推進推進推進推進してしてしてして

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。 

 

観観観観光光光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々様々様々様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拡流通拡流通拡流通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３０３０３０３０年度年度年度年度もももも「「「「食食食食のののの祭典祭典祭典祭典」」」」をををを丹波自然運丹波自然運丹波自然運丹波自然運動動動動公公公公園園園園会会会会場場場場をををを中中中中心心心心にににに開催開催開催開催

しししし、、、、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発報発報発報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、、、、町民町民町民町民総総総総参加参加参加参加ののののイイイイベベベベ
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ントントントントとしてとしてとしてとして町民町民町民町民のののの皆皆皆皆様様様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元元元気気気気づくりにつなげてまいりまづくりにつなげてまいりまづくりにつなげてまいりまづくりにつなげてまいりま

すすすす。。。。 

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創創創生生生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等画等画等画等

ロロロロケケケケ誘誘誘誘致致致致事事事事業業業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づくりづくりづくりのののの種種種種（（（（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性化活性化活性化活性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。。。。 

またまたまたまた、、、、「「「「丹丹丹丹
に

のまのまのまのまちちちち広広広広場場場場うるおいうるおいうるおいうるおい館館館館」」」」内内内内にににに間間間間もなくもなくもなくもなく開設開設開設開設するするするする「「「「京丹波町京丹波町京丹波町京丹波町

ロロロロケケケケーションーションーションーションオフオフオフオフィィィィスススス」」」」をををを拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして、、、、地地地地域域域域のののの活性化活性化活性化活性化やややや観観観観光光光光振興振興振興振興をををを図図図図

るるるるほほほほかかかか、、、、町町町町をををを訪訪訪訪れるれるれるれる人人人人たたたたちちちちにににに町町町町のののの魅魅魅魅力力力力をををを発発発発信信信信しししし、、、、定定定定住促住促住促住促進進進進にににに繋繋繋繋げていげていげていげてい

きたいときたいときたいと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。。。。 

さらにさらにさらにさらに、、、、特特特特産産産産物物物物のののの販販販販売売売売やややや施施施施設設設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確確確立立立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観観観光光光光協会協会協会協会等等等等関係関係関係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

りながらりながらりながらり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。。。。    

    

次次次次にににに、、、、生生生生涯涯涯涯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、、、、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ししし、、、、充充充充

実実実実したしたしたした運運運運動動動動のののの機機機機会会会会のののの提提提提供供供供をををを目目目目指指指指しますしますしますします。。。。ささささらにらにらにらに、、、、ホホホホストタストタストタストタウウウウンンンン構構構構想想想想のののの

推進推進推進推進ではではではでは、、、、京京京京都都都都トレーニングセンタートレーニングセンタートレーニングセンタートレーニングセンターととととグリーンラングリーンラングリーンラングリーンランドドドドみみみみずずずずほほほほをををを活活活活動動動動

拠拠拠拠点点点点としとしとしとし、、、、ホホホホッッッッケケケケーーーー日本日本日本日本代代代代表表表表チチチチームームームームややややニニニニュュュュージーランージーランージーランージーランドドドド代代代代表表表表チチチチームームームームのののの

合合合合宿宿宿宿のののの誘誘誘誘致致致致をををを進進進進めめめめ、、、、ホホホホッッッッケケケケーーーー合合合合宿宿宿宿のののの聖聖聖聖地化地化地化地化をををを目目目目指指指指すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、ホホホホッッッッケケケケ

ーーーー競技競技競技競技のののの普及普及普及普及とととと競技競技競技競技力力力力のののの向上向上向上向上をををを図図図図ることをることをることをることを目目目目的的的的ににににススススポポポポーーーーツツツツ国国国国際際際際交交交交流流流流員員員員

のののの雇用雇用雇用雇用をををを計計計計画画画画しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

 

最後最後最後最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々様々様々様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。。。。これまでこれまでこれまでこれまで地方債地方債地方債地方債残残残残高高高高

のののの縮縮縮縮小小小小をををを図図図図るためるためるためるため、、、、繰繰繰繰上上上上償償償償還還還還をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、新新新新規発規発規発規発行債行債行債行債のののの抑抑抑抑制制制制などなどなどなどをををを進進進進めめめめ

てまいりましたがてまいりましたがてまいりましたがてまいりましたが、、、、近近近近年年年年のののの大型事大型事大型事大型事業業業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のののの借入借入借入借入れによれによれによれによ
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りりりり、、、、地方債地方債地方債地方債残残残残高高高高もももも増加増加増加増加にににに転転転転じておりますじておりますじておりますじております。。。。今今今今後後後後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、、、、新新新新庁庁庁庁

舎舎舎舎のののの建設建設建設建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入借入借入借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交付交付交付

税税税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的縮的縮的縮減減減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化対策健全化対策健全化対策健全化対策がががが

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保確保確保確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・・・・透明透明透明透明・・・・納納納納得得得得」」」」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立立立場場場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課課課税税税税とととと

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んなりませんなりませんなりません。。。。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

十分十分十分十分連携連携連携連携しししし、、、、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めてまめてまめてま

いりますいりますいりますいります。。。。    

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皆皆皆様様様様へへへへのののの説説説説明明明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とりがひとりがひとりがひとりが常常常常にににに住住住住民目民目民目民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、、、、町政運営町政運営町政運営町政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、、、、様々様々様々様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、、、、

私私私私ひとりでひとりでひとりでひ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んるものではございませんるものではございませんるものではございません。。。。緊緊緊緊張張張張感感感感ととととスピースピースピースピードドド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決決決定定定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民町民町民町民のののの皆皆皆皆様様様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意決意決意決意でありますでありますでありますであります。。。。    

    

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民町民町民町民のののの皆皆皆皆様様様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３０３０３０３０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。。。。    


