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平成３０年度町長施政方針 

 

本議会に提案しております平成３０年度一般会計及び特別

会計の各予算をはじめ，関係諸議案の審議をお願いするに当た

り，私の所信の一端と平成３０年度予算の概要及び主要施策に

ついて申し上げ，議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力

を賜りたいと存じます。 

 

Ⅰ 海田町を取り巻く諸情勢 

まず，海田町を取り巻く諸情勢について申し上げます。 

日本経済については，雇用・所得環境の改善が続くなかで，

緩やかに回復しており，海外経済の不確実性や金融資本市場の

変動リスクに留意が必要ではあるものの，個人消費や民間設備

投資が持ち直すなど民需が改善し，経済の好循環が実現しつつ

あると言われております。 

また，国においては，少子高齢化という構造問題に正面から

立ち向かい，一億総活躍社会の実現を目指すこととし，平成 

３０年度の地方財政対策については，子ども・子育て支援や地

方創生，公共施設等の適正管理や防災・減災対策等に必要な措

置を講じるものとされています。 
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次に，広島県内の景気については，生産，輸出，設備投資と

もに増加傾向にあり，個人消費も持ち直すなど，全体として緩

やかに拡大している状況とされています。 

また，県内の雇用・労働情勢についても，昨年１２月の有効

求人倍率は４３年ぶりに２倍を超え，雇用者所得も緩やかに増

加するなど，改善が続いていると言われています。 

 

このような中，本町の税収の動向につきましては，個人町民

税については，雇用・所得環境の改善に伴う給与所得の増加な

どにより，平成２９年度に引き続き，平成３０年度も増収を見

込んでおります。 

一方，固定資産税については，地価の上昇や家屋の新築等に

よる増要因はあるものの，３年に１度の評価替えに伴う既存家

屋の経年減価などの影響があります。 

また，法人町民税については，企業ごとの年度間の変動が大

きいところではありますが，平成２９年度は法人税割が減収と

なり，それらを考慮したうえで，平成３０年度当初予算の町税

総額を見込みますと，平成２９年度当初予算と同程度になって

おります。 
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Ⅱ 就任からこれまでの取組 

次に，就任からこれまでの取組について申し上げます。 

平成２８年度は，町制施行６０周年の節目の年であり，まち

づくりの指針となる海田町総合計画の後期基本計画もスター

トした年でございました。 

６０周年記念事業については，町民，事業者，各種団体と連

携しながら協働で作り上げ，ご当地グルメの開発や，織田幹雄

さんにちなんだイベントの開催など，町の魅力発信に繋げるこ

とができました。 

また，町の地域資源である旧千葉家住宅の主屋の改修や町の

ブランディング事業を行い，西国街道エリア等の魅力づくりの

推進に取り組んでまいりました。 

  

平成２９年度は，「かいた版ネウボラ」を設置し，妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援に取り組んでまいりま

した。 

子育て支援センターや母子保健，妊婦支援事業等のネウボラ

事業全体での平成２９年度の延べ利用者は１２月末時点で  

３２，８１６人となり，海田町まち・ひと・しごと創生総合戦

略に掲げた平成３１年度の目標の達成に向け，順調に推移して
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おります。 

 

また，町民の皆様の安全・安心を確保するため，地域で連携

し，支えあい助け合う防災体制の確立に向けて，自主防災リー

ダーの育成等に取り組み，自主防災組織による防災訓練の活性

化を図ることができました。 

さらに，災害時の食糧品や資機材の供給などの支援協定を民

間企業等と進めた結果，平成２９年度は１２件，これまでの総

数では４７件の協定を締結し，災害時の備えが強化されてきて

います。 

 

また，広域的な連携については，広島市を中心とする広島広

域都市圏と，呉市を中心とする広島中央地域連携中枢都市圏に

おける取組を行い，病児・病後児保育や一時預かり事業のサー

ビス利用ができるなど，圏域市町と連携がより深まり，サービ

スの向上が図られてきています。  
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Ⅲ 今後のまちづくり 

次に，今後のまちづくりについて申し上げます。 

「第４次海田町総合計画後期基本計画」に基づき，全国的な

人口減少や社会情勢の変化を踏まえながら，海田町らしさを活

かしたまちづくりを進めてまいります。 

また，「海田町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に沿って，

「しごと」が「ひと」を呼び，「ひと」が「しごと」を呼び込

む好循環を確立するとともに，その好循環を支えることで活力

ある「まち」にするよう取り組んでまいります。 

 

町全体の人口については，平成２９年１２月末時点で，１年

前から２５２人増加して２９，８３８人となり，人口３万人が

目前となっております。  

また，出生数については，平成２９年中に３５０人が誕生し，

総合戦略の最終的な年間目標である３３５人を上回り，社会増

減についても，総合戦略策定以降，毎年度プラスの目標を維持

しており，この傾向を維持できるよう取り組んでまいります。 

 

平成３０年度は，総合計画後期基本計画を策定して３年目，

総合戦略を策定して４年目の年であり，各政策分野に掲げる目
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標の確実な達成に向けて，施策を効果的に実行できるようＰＤ

ＣＡサイクルを確立し，取組を加速してまいります。 

 

今後も，庁舎移転事業，公民館整備事業，広島市東部地区連

続立体交差事業等の大規模事業に着実に取り組みながら，「暮

らしやすさ」の実現を図り，「住み続けたい，住んでよかった

まち」，「行ってみたい，住んでみたいまち」と思っていただけ

るまちづくりを目指して，総合計画及び総合戦略に掲げる施策

に全力で取り組んでまいります。  
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Ⅳ 平成３０年度施策の重点取組事項 

続いて，平成３０年度の重点施策に関して，６つの視点から

主な新規・拡充の取組についてご説明いたします。 

  

１ 庁舎移転事業及び公民館整備事業の推進 

１点目は，「庁舎移転事業及び公民館整備事業の推進」でご

ざいます。  

庁舎移転については，新庁舎整備基本計画を策定する中で，

基本構想に掲げるコンセプトや機能の導入を，より具体化させ，

新庁舎の規模，防災機能，アクセス，事業費用等をお示しして

まいりました。また，新庁舎建設の位置については，議員の皆

様にもご議論いただいておりますが，旧広島県海田庁舎敷地を

建設候補地から建設予定地と位置づけ，引き続き，海田町にふ

さわしい新庁舎整備の早期実現に向け，基本設計に取り組んで

まいります。 

 

次に，公民館の整備については，織田幹雄記念館を含め，地

域活動や生涯学習，まちづくり等の拠点となる施設の建設工事

を行ってまいります。 
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２ 子どもがいきいきと育つまちづくり 

２点目の「子どもがいきいきと育つまちづくり」につきまし

ては，すべての子育て家庭において，子どもを安心して産み育

てることができるよう，子育て支援サービスの充実を図ってま

いります。 

子どもを産み育てやすい環境づくりは，国，地方における喫

緊の課題であり，国では，「人づくり革命」において，子育て

世代の経済的負担の軽減を図り，出生数の増加につなげること

を目指すものとしております。 

このような中，現在，子育てに自信が持てず，育児に不安や

負担を感じる保護者もおられ，家庭における子育て力の低下が

懸念されております。 

また，共働き家庭やひとり親家庭の相談件数の増加，就労形

態の多様化などの社会環境の変化により，保育サービスや放課

後児童クラブ等のニーズが高まっています。 

これらに対応するため，本町では，子育て支援や環境の整備

など，様々な施策により，妊娠期から子育て期にわたる切れ目

のない支援に取り組んでまいります。 

 

保育サービスについては，増加する保育需要に対応するため，
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平成３０年度中に開所を目指す私立保育所の整備に対して，県

の補助金を活用し，支援を行ってまいります。また，町立つく

も保育所において，受入児童数を増やすとともに，民間事業者

による受入体制の拡大も促していき，待機児童ゼロを目指して

まいります。 

 

かいた版ネウボラについては，更なる来所の促進を図るため，

新たに妊婦への産前ダイレクトメールを実施し，産前面談の充

実を図りながら，早期のリスク把握により支援が必要な母子へ

のサポートをより手厚くできるよう対応を強化してまいりま

す。 

また，パパ・ママスクールや，父親や祖父母向けの家族ぐる

みでの子育て講座を開催し，家庭全体で子育てが行えるようサ

ービスを拡充させてまいります。 

さらに，乳幼児期の家庭教育については，子どもの基本的な

生活習慣や自立心を育成し，心身の調和の取れた発達を促す上

で重要な役割であるため，子育て講演会や読み聞かせ教室など

の家庭教育支援を新たに行ってまいります。 

 

学童期の児童クラブについては，支援員の配置の充実などに
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より，児童クラブの安定的運営を図ってまいります。 

また，放課後子供教室については，引き続き地域住民等の協

力により，季節に応じた様々な体験活動の場を提供するほか，

ボランティアによる小学生の学習支援の場「学びの広場」の充

実を図ってまいります。  

 

次に，子どもの貧困対策につきましては，親から子どもへ貧

困が世代を超えて連鎖すれば，格差が固定化し，社会全体の活

力の低下や不安定化にもつながることから，親から子への世代

をまたぐ貧困の連鎖の解消を目指してまいります。 

かいた版ネウボラでは，妊娠期から就学に向け切れ目なくリ

スクを把握し，個々の情報を一元化することにより，経済的不

安のある家庭への支援を行ってまいります。 

また，広島県をはじめ，関係機関が連携し，貧困等のリスク

を抱える家庭が孤立しないよう生活状況や学校での学習など

の課題について把握し，きめ細かい指導を行ってまいります。 

 

ひとり親家庭に対しては，母子・父子自立支援員による相談

や指導を行うとともに，各種資格等を取得するための給付金な

どの経済的な支援を行ってまいります。また，引き続き，広島
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県や広島市と連携し，ひとり親家庭の子どもに対する学習支援

を行ってまいります。 

  

次に，学校教育の充実につきましては，「夢を持ち，夢を語

ることのできる児童生徒の育成」を目標に掲げ，町内２つの中

学校区で小中一貫教育を推進し，「確かな学力」「豊かな心」「健

やかな体」を育むとともに，地域に開かれた信頼と特色のある

学校づくりや教育環境の整備・充実に取り組んでまいります。 

不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援するために，

適応指導教室において，体験活動や相談活動を通し，社会性，

自主性を培うとともに基礎学力の補充を図ってまいります。 

中学校給食については，教育委員会において調査・検討を進

めておりますので，検討結果を踏まえて，方針を決定してまい

ります。 

 教育環境の整備については，海田西中学校をモデル校として

指定し，生徒用のタブレットの整備，無線ＬＡＮアクセスポイ

ントの設置を行い，タブレットを用いた効果的な学習活動の研

究を進めてまいります。 

 

 



－ 12 － 

３ 健康づくりの推進 

３点目の「健康づくりの推進」につきましては，「第３次健

康かいた２１」に基づき，健康寿命の延伸に向け，住民の生涯

を通じた健康づくりや疾病予防に取り組めるよう，情報提供や

意識啓発，ライフステージに応じた保健サービスの提供に取り

組んでまいります。 

 

がん対策については，受診券の個別送付を行い，住民のがん

検診の受診に対する意識を高め，受診率の向上を図ってまいり

ます。 

食育については，食を通して生涯にわたる健康づくりが実践

できるよう思春期世代への食育事業や野菜摂取推進事業等を行

ってまいります。 

また，広島県と協働で実施している「ひろしまヘルスケアポ

イント」を活用し，住民の健康づくりの意識が高まるよう努め

てまいります。 

 

豊かな高齢社会の形成につきましては，「海田町高齢者福祉

計画・第７期介護保険事業計画」に基づき，高齢者一人ひとり

が，生きがいを持ち，住み慣れた地域で，安心していきいきと
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暮らせる社会の実現に向け，地域包括ケアシステムの強化を図

ってまいります。 

 

地域における高齢者への日常生活の支援については，地域包

括支援センターを中心とした，相談支援体制の充実に努めてま

いります。また，民生委員児童委員，海田町社会福祉協議会な

ど地域の関係機関と連携しながら地域課題の把握に努め，地域

ケア会議などを活用し，高齢者が抱える課題解決に取り組んで

まいります。 

 

 介護予防・日常生活支援総合事業については，高齢者が支え

られる側から支える側になっていただけるよう，高齢者の人材

活用が可能なシルバー人材センターと連携して，新たに基準緩

和型訪問サービス事業を実施してまいります。 

 

認知症対策については，認知症サポーター養成講座を受講さ

れた方が更なる理解を深め，活動の場を広げることができるよ

う，ステップアップ講座を新たに開催してまいります。 

また，認知症カフェを運営される団体に対して，安定的な運

営が図られるよう，新たに支援を行ってまいります。  
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障がい者福祉の推進につきましては，「第５期海田町障がい

福祉計画・第１期海田町障がい児福祉計画」の理念，目標，課

題を踏まえ，障害福祉サービス等の提供体制の充実と，相談，

就労及び地域生活の支援の充実等を図り，障がい者・障がい児

が自ら望む地域で生活が営めるよう取り組んでまいります。 

 

国民健康保険につきましては，平成３０年度は，国保制度の

県単位化に伴う財政再編，また被保険者数の減により，全体の

予算規模は大幅に縮減するものの，県単位化を契機として，持

続可能な制度運営を目指し，１０年ぶりに国民健康保険税の税

率を見直すこととしております。被保険者の急激な負担増とな

らないよう充分に配慮しつつ，適切な賦課・収納対策を行って

まいります。 

また，特定健康診査の受診率向上のため，自己負担額を平成

３０年度から無料とし，医療機関との連携等により，被保険者

の生活習慣病の予防に取り組んでまいります。 

 

平成３０年度は，県単位化による国保制度の初年度となりま

すが，県が策定する国保運営方針に基づき，円滑な制度移行に

努めるとともに，被保険者の皆様にご理解いただけるよう，適
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切な周知・広報を行ってまいります。 

 

 

４ 災害に強いまちづくり 

４点目の「災害に強いまちづくり」につきましては，防災意

識の高揚を図りつつ，地域で支えあい助け合う防災体制の確立

に向け，「海田町地域防災計画」に基づき，消防関係機関をは

じめ，住民，地域，企業，町が連携して災害に対する防災・減

災体制の充実を図ってまいります。 

 

土砂災害防止法に基づく区域指定が行われた海田東小学校

区については，土砂災害のおそれのある区域を周知し，警戒避

難体制を整備するため，土砂災害ハザードマップを作成してま

いります。 

また，海田南小学校区においては，平成２９年度に作成した

土砂災害ハザードマップを活用した防災訓練を行ってまいり

ます。 

また，職員に対しては，水防技術習得訓練，防災教育，職員

参集訓練等を引き続き行い，防災体制の強化に努めてまいりま

す。 
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防災情報伝達体制の充実については，住民への迅速な情報伝

達が行われるよう，現在の受信機よりも高処理機能を有する全

国瞬時警報システム，Ｊアラートの新型受信機を導入してまい

ります。 

 

民間企業などとの災害時支援協定については，支援企業との

支援協力を円滑に行うための調整会議や情報伝達訓練等を行

ってまいります。 

また，災害時避難行動要支援者対策については，自主防災組

織等に要支援者名簿を提供できる仕組みをつくり，避難時に支

援を必要とする方を地域で助け合えるよう，取り組んでまいり

ます。 

 

地域の防災リーダーについては，育成に引き続き取り組み，

住民の防災・減災意識の高揚を図りつつ，地域で支えあい助け

合う防災体制の確立に努めてまいります。 

また，自主防災組織結成の促進と活性化を図るため，自主防

災組織の結成を前提として，資機材の購入費用に対する支援の

拡充を図るとともに，防災訓練の実施費用に対して新たに支援

を行ってまいります。 
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住宅及び建築物の耐震化については，木造住宅の耐震診断及

び耐震改修に係る支援を行うとともに，緊急輸送道路沿道の建

築物の耐震改修を支援することにより，地震に強いまちづくり

をより一層促進してまいります。 

また，土砂災害特別警戒区域内の既存建築物の安全性向上を

図るため，土砂災害対策改修に係る支援を行ってまいります。 

 

治水対策については，尾崎排水機の増設について早期の工事

着手を，引き続き関係機関に強く要望してまいります。 

 

 

５ 交通ネットワークが整い都市機能が充実したまちづくり 

 ５点目の「交通ネットワークが整い都市機能が充実したまち

づくり」につきましては，住民生活や地域活力を支える基盤と

して，安全性や快適性に配慮した有機的な道路のネットワーク

形成を図り，計画的かつ段階的なまちづくりに取り組んでまい

ります。 

 

広島市東部地区連続立体交差事業については，平成３０年２
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月７日に広島市の申し入れ内容を基本に検討することを合意

いたしました。本町としては，一日でも早く事業に着手してい

ただき，町のまちづくりを早期に実現していくことが重要であ

ると考えております。 

平成３０年度は鉄道や関連街路の設計に対する地元負担を

行ってまいります。 

  

海田市駅南口土地区画整理事業については，駅前広場や海田

市駅南口線などの工事が完了いたしましたので，換地処分に係

る事務手続きを進めてまいります。 

また，海田市駅自転車等駐車場整備事業については，配置の

見直しを含めた再整備を行ってまいります。 

今後は，広島市東部地区連続立体交差事業や街路事業などの

整備が進むことで，駅北口と合わせて，駅南口の区画整理事業

の効果が更に増大するよう引き続き，拠点づくりと計画的な土

地利用の推進に努めてまいります。 

 

また，東広島バイパスや広島南道路については，高架部の早

期完成をはじめとした整備の促進を，引き続き国に要望し，交

通ネットワークの整備と都市機能の更なる向上を図ってまい
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ります。 

 

都市計画道路の整備については，中店小学校線の早期開通を

目指して道路改良工事を実施してまいります。 

 

町道の老朽化対策については，平成２９年度に創設された公

共施設等適正管理推進事業債を活用して，個別計画に基づく計

画的な修繕工事等を実施するとともに，老朽化した道路附属施

設を把握するため，点検業務を実施してまいります。 

 

町営住宅については，「海田町公営住宅等長寿命化計画」に

基づき，町営第２蟹原住宅改修工事の詳細設計を行ってまいり

ます。 

また，空き家問題については，これまでの調査結果や近隣市

町の取組状況を踏まえ，本町に合った空き家等対策計画を策定

してまいります。 

 

海田総合公園については，既存施設の改修を行うとともに，

第２期整備区域では，ニーズ調査を踏まえて基本計画を策定し，

基本設計に取り組んでまいります。 
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雨水施設については，浜角・蟹原二丁目地区の浸水解消を

図るため，中雨水幹線の整備を引き続き行ってまいります。 

また，新町地区等の浸水解消に向けた効率的な整備を進め

ていくため，計画を策定してまいります。  

 

水道事業については，平成２９年度に引き続き，水道ビジョ

ンの策定を進めていくとともに，広島県が提案する水道事業広

域化の協議会に参加し，広域化の可能性を検討してまいります。 

 

 

６ 魅力づくりの推進 

６点目の「魅力づくりの推進」につきましては，本町の地域

資源である旧千葉家住宅や西国街道などを観光資源として活

用するほか，町の魅力発信を積極的に進めながら，交流人口の

拡大や，にぎわいのある地域の創出に取り組んでまいります。 

 

平成３０年度においては，本町における観光振興の重点エリ

アである旧千葉家住宅周辺や瀬野川，海田総合公園における具

体的な観光振興アクションプランを策定し，町の魅力を効果的

に活用した観光振興に取り組んでまいります。 
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また，旧千葉家住宅の老朽化が進んでいる納屋と角屋につい

ては，観光振興につながるような活用を視野に入れた改修を進

めることとし，その内容の検討と改修設計に取り組んでまいり

ます。 

 

次に，日本人初のオリンピック金メダリストで，名誉町民で

ある織田幹雄さんの偉業と魅力の発信については，織田さんが

名誉区民となっている東京都渋谷区と連携しながら，２０２０

年の東京オリンピック・パラリンピックの機運醸成と合わせて，

取り組んでまいります。 

渋谷区で開催される織田幹雄さんを記念するイベントへの

子どもたちの派遣や，イベント会場での海田町の紹介などの情

報発信にも取り組んでまいります。 

 

次に，住民の方からの公募で作成され，住民団体の皆様で活

用されている「ヒマ太君」と「クラレちゃん」を町の公式キャ

ラクターとし，海田町のＰＲに取り組んでまいります。  
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Ⅴ 各地区におけるまちづくり 

続きまして，４地区における主なまちづくりの取組について

申し上げます。 

海田町はコンパクトなまちですが，地域によって特徴があり，

その地域にあった取組が重要であるため，地域の良さを活かし

ながら，地域それぞれの課題を解決し，個性豊かな暮らしやす

いまちづくりを目指して，「まち まるごと オンリーワン」

の実現に向けて取り組んでまいります。 

 

○ 海田地区 

まず，海田地区につきましては，にぎわいのまちづくりを進

めてまいります。 

 

旧千葉家住宅エリアについては，西国街道沿いの魅力資源や

新たに整備する海田公民館，織田幹雄記念館を活用し，海田町

にあった観光振興や魅力の発信のモデルとして取り組んでま

いります。 

 

まちづくりの基幹事業として長年取り組んできた海田市駅

南口土地区画整理事業については，平成３０年度をもって完了
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いたします。また，現在進められております民間事業者による

施設整備については，町としてもできる限り協力し，にぎわい

の創出を目指してまいります。 

 

中店橋については，「海田町橋りょう長寿命化修繕計画」に

基づき，改修設計を実施してまいります。 

  

その他，海田市駅南口地区地区計画事業や町道２号線瀬野川

西踏切整備事業に取り組むとともに，窪町地内の町道１４号線

や昭和町地内の町道２１７号線の床版修繕工事，一貫田橋の補

修工事，中店・新町地内等の浚渫工事などを実施してまいりま

す。 

 

 

○ 海田東地区 

次に，海田東地区につきましては，水と緑と文化が息づくふ

れあいのまちづくりを進めてまいります。 

 

瀬野川河川敷沿いの畝二丁目地内の町道２号線歩道改修事

業については，歩道や護岸，スロープの整備を行い，引き続き
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進捗を図ってまいります。 

また，国信橋北詰の交差点改良については，引き続き関係機

関に強く早期の完成を求め，歩行者の安全の確保に努めてまい

ります。 

 

また，海田東小学校区の土砂災害防止法に基づく土砂災害特

別警戒区域の指定に伴い，土砂災害ハザードマップを作成して

まいります。 

 

その他，国信一丁目地内の町道７号線の路面標示修繕工事な

どを実施してまいります。 

 

 

○ 海田南地区 

次に，海田南地区につきましては，豊かな自然が息づき，住

みよさと元気あふれるまちづくりを進めてまいります。 

 

海田総合公園については，既存施設の改修や第２期整備区域

の整備を進めてまいります。 
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また，土砂災害警戒区域の指定に合わせて作成したハザード

マップを活用し，警戒避難体制の整備，住民の皆様の防災に対

する意識の高揚に努めてまいります。 

 

町道６号線バイパス整備事業及び三迫二丁目地内の（仮称）

町道１４３号線道路改良事業については，引き続き用地取得な

どを進めてまいります。 

 

その他，南幸町地内の町道２０２号線の整備工事や，三迫一

丁目地内の町道１４４号線の床版設置工事，東二丁目地内の町

道１２１号線の舗装修繕工事などを実施してまいります。 

 

 

○ 海田西地区 

次に，海田西地区につきましては，暮らしと産業が調和し各

世代が交流する共生のまちづくりを進めてまいります。 

 

ひまわりプラザを，かいた版ネウボラの拠点として，妊娠期

から子育て期にわたる切れ目のない支援に取り組んでまいり

ます。 
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また，ひまわりプラザ周辺で福祉保健まつりを開催し，参加

型のイベントなどを通じて健康づくりや子育てについての啓

発を行い，子どもの健やかな成長と町民の健康意識の向上につ

なげてまいります。 

 

工場が集積する明神町地内の町道３号線については，舗装の

老朽化が著しい箇所を引き続き修繕するとともに，南堀川町地

内の町道２５８号線の舗装修繕工事や，尾崎川にかかる中央橋

歩道橋の取替工事などを実施してまいります。 
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Ⅵ 平成３０年度予算の編成 

最後に，平成３０年度の本町の予算編成についてでございま

す。 

歳入については，個人町民税や地方消費税の増加はある一方

で，地方交付税は減少が見込まれています。また，歳出につい

ては，公民館整備事業の実施に伴う投資的経費の増加や，社会

保障関係費の増加などが見込まれております。 

このような中，海田町中期財政運営方針を定めて，計画的・

安定的な財政運営に努め，財源を確保しながら「第４次海田町

総合計画後期基本計画」及び「海田町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」に掲げられた施策を重点的に取り組む予算といたし

ました。 

 

以上，施政方針を申し上げましたが，これらの諸施策，諸事

業を推進するために，町民の皆様の声を受けとめ，町政発展に

邁進する所存でございます。 
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