三芳町長

鈴木英美

鈴木英美町長は︑三月三日から開催された平成二十年第一
回三芳町議会定例会の冒頭において︑平成二十年度の予算案
の提出に伴い︑町民主体の町政実現に向けて施政方針を表明

い状況下にあることが十分に推察される

たすべく全力を投入し︑平成十九年度の

しまして︑町長としての使命と責任を果

ともに︑みなさまの信頼を心の糧といた

あります元気が出る町づくりを進めると

て欲しいとの願いから︑私の政治理念で

私は住民の皆様が常に主役であり続け

が︑ねじれ国会という特殊要因を抱えて

通常国会で既に審議が始まっております

定いたしました︒本年一月十八日招集の

八十三兆六百十三億円の予算案を閣議決

案について︑対前年比〇・二％増の

臨時閣議において二〇〇八年度予算

しながら︑安定した財政基盤の確立にむ

今後につきましても︑より一層精査を

わけであります︒

依然として厳しい状況下に変わりはない

町債や基金の繰入により補填するなど︑

算案あるいは関連法案︵地方交付税法等

いる現状を考えますと︑例年のように予

さて︑政府は昨年十二月二十四日

諸施策を進めてまいりました︒

ここに︑その内容を掲載します︒

しました︒

改正案・地方税法等改正案・地方法人特

安定した財政基盤の
確立に向けて
︵予算編成方針︶

大きなそして白熱

正等においても︑

地方財政の格差是

か否かをはじめ︑

長して維持できる

暫定税率を更に延

そのガソリン税の

民の皆様が安心して暮らせるまちづくり

り︑これらをいかに継続させながら︑町

のたゆまないご努力があってのことであ

携わっていただいた多くの諸先輩皆様方

込みであります︒これらの数値は町政に

堅持し︑八年連続の不交付団体となる見

り︑財政力指数は一・二四四との数値を

政規模は八十一億九千百八万三千円とな

第三次行政改革大綱に基づき︑﹁町民サ

本町の行政改革につきましては︑現在

けまして︑財政運営に臨んでまいる所存

した議論が展開さ

を構築することが出来るかが︑今日の行

ービス向上の観点に立った行財政運営の

平成二十年度における︑当町の標準財

れるものと考えら

政を預かる者の使命であると考えており

︵住民参画・情報交流・行財政運営︶

行政改革の推進

でございます︒

れます︒

徹底﹂を基本理念として︑住民サービス
いずれにいたし

早い予算の成立を

ますので︑一刻も

とは明らかであり

く影響を及ぼすこ

予算編成にも大き

我々地方自治体の

てまいりますし︑

しに大きく関わっ

税制は国民の暮ら

の歳入を見ましたとき︑歳入の七〇％以

しい通達がございました︒また︑本年度

三医療費の補助率引き下げという大変厳

十市一町に対しまして︑県当局から福祉

られ︑現に本町を含むこの不交付団体の

として国等の補助割合の引き下げに用い

られております︒逆に客観性のある数値

富を判定することに適当ではないと考え

定されるものであることから︑団体の貧

は︑標準的な需要と収入を前提として算

しかしながら︑財政力指数につきまして

普通交付税の不交付団体でありますが︑

間年にさしかかってくることも踏まえ︑

てまいります︒第四次総合振興計画が中

基に︑簡素で効率的な行財政運営を進め

政改革推進プラン︵集中改革プラン︶を

目標年度に策定されております三芳町行

引き継ぐ計画として︑平成二十一年度を

えておりますが︑第三次行政改革大綱を

その目標の多くはクリアされたものと考

き課題等︑若干の積み残しはあるものの︑

更に必要とする事項︑継続的に検討すべ

で進めてまいりました︒今後︑見直しを

行政組織の活性化の構築に向け︑これま

コスト意識を持った事務・事業の見直し︑

の向上︑住民と行政の協働体制の確立︑

願うものでありま

上を占める町税は︑前年度比〇・三％減

本年は︑平成二十二年度を初年度とする

ましても︑予算と

す︒

になっており︑それら減収分については︑

ただ今︑申し上げましたように本町は︑

ます︒

源化の額の拡大と︑

こととなる一般財

することができる

特に︑道路特定財源を道路以外に支出

とこ ろ で あ り ま す ︒

ズに︑成立するかどうかは予断を許さな

別税等に関する暫定措置法案︶がスムー

平成二十年度施政方針

住民が主役の
﹁ 元 気 が 出 る 町 づ く り ﹂を 目 指 し て
広 報 み よ し（）
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議され︑昨年八月七日に県知事・埼玉県

や透明性の向上は︑埼玉県町村会でも論

また︑公共事業の発注手続きの効率化

業務の委託化を進めてまいります︒

的な制度移行を念頭におき︑本年度管理

基づきまして︑文化会館︑体育館の一体

から︑三芳町指定管理者制度導入方針に

で︑最も効率的な手法と考えられること

上や︑公の施設運営の経費削減を図る上

管理者制度の活用は︑住民サービスの向

特に︑民間活力の導入となります指定

その準備作業をスタートいたします︒

三芳町第四次行政改革大綱の策定に向け︑

もの で あ り ま す ︒

大が図れるなど多くの効果が期待できる

明性の向上に繋がり︑入札参加機会の拡

公表されることによりまして︑更なる透

過程や結果がインターネット上で即時に

の事︑入札参加者の利便性向上︑入札の

をされますと︑入札事務の迅速化は勿論

まいります︒この電子入札が完全に実施

ム導入するための一部事業を取り入れて

実施に向けまして︑本年度︑そのシステ

宣言の趣旨を踏まえ︑電子入札の本格的

求めたところであります︒これらの共同

を行い︑より公正な公共調達への改革を

事業計画が最終年度となっておりますの

に介護保険事業を進めております︒その

りますが︑現在は第三期の事業計画を基

次に介護保険事業計画策定事業であ

てまいります︒

した日常生活を営む事ができるよう努め

齢者の支援事業を継続し︑高齢者が自立

が︑引き続き介護予防事業をはじめ︑高

護・総合相談等を実施してまいりました

より介護予防マネジメント事業・権利擁

年度に設置しました地域包括センターに

て進めてまいりました︒また︑平成十九

れまで介護給付︑予防給付を柱としまし

市長会長・埼玉県町村会長の三者により
で︑三芳町介護保険推進委員会に諮り︑

て︑高齢者の方々の暮らしや︑健康など

第四期介護保険事業計画を策定致しまし

平成二十一年度からの三年間を見据えた

住民課窓口の様子

ますが︑医療制度を将来にわたり持続可

次に高齢者医療制度についてであり
おいて特定保健指導が義務付けられるこ

れぞれの医療保険者に︑特定健康診査に

いりました住民基本健診が廃止され︑そ

れまで老人保健法に基づき実施をしてま

また︑これら医療制度改正により︑こ

︵児︶自動車燃料費助成の拡大や︑妊婦

入事業を取り入れたほか︑心身障がい者

記奉仕員養成事業・活字読み上げ装置購

を図るため手話通訳者養成事業・要約筆

よりコミュニケーション支援事業の充実

次に︑福祉対策でありますが︑本年度

全般的な支援対策を進めてまいります︒

能なものとしていくために︑高齢者の医
ととなりましたので︑国民健康保険では︑

健康診査の補助回数拡大につきましても︑

ります︒

療に係る老人保健法が改正され︑新たに
医療費の適正化や生活習慣病の予防等新
実施することといたしました︒

暖かい心の満ち溢れ
るまち

七十五歳以上を対象とした後期高齢者医
たな視点にたちまして︑健診・保健指導

︵福祉・健康・子育て︶

療制度が創設され︑本年度より県内自治
を実施してまいります︒
につきましては︑埼玉県後期高齢者医療

なお︑後期高齢者医療制度の被保険者

婚率の増加など︑少子化の大きな要因に

すが︑社会状況の変化により晩婚化や未

次に介護保険事業でありますが︑こ

理事業につきましては︑藤久保第一及び

なっており︑児童虐待や育児放棄など︑

ど︑身近な窓口業務を担当することとな

いります︒また︑昨年開催をいたしまし

北松原の事業が順調に進んできておりま

広域連合より︑町が委託を受けまして健

次に子育て支援事業についてでありま

体で構成されます︑埼玉県後期高齢者医
療広域連合が実施母体となってまいりま
す︒
当町の窓口では保険料の徴収︑各種

成支援行動計画︵平成二十二年度からの

た町づくり懇話会で要望が多くありまし

す︒この施行中の二箇所に加え︑昨年富

子育てに関する様々な問題が生じており

後期計画︶策定につきましても︑その前

た親子で触れあえる公園設置でございま

士塚地区の土地区画整理準備委員会が設

康診査を実施してまいります︒

段といたしまして︑本年度は次世代育成

すが︑藤久保地区と上富地区の地権者よ

立をされましたので︑これらの進展に大

申請や届出の受付︑保険証の引き渡しな

支援に関するニーズ調査を実施してまい

り承諾をいただける見通しができました

きな期待を寄せているところであります︒

私は子育て支援の第一段として︑昨年の

緑地保全と再生を図りながら︑四季折々

景観を数多く残しております︒これらの

まして︑引き続き取り組

フルＩＣ化の実現に向け

ら︑一日も早く本格的な

見も十分にお聞きしなが

ＩＣ地区協議会等のご意

りますが︑三芳スマート

てまいりたいと考えてお

玉県警察との協議を進め

たしましたので︑今後埼

概ね素案の策定が終了い

政策課等の助言を受け︑

であります︒埼玉県道路

お約束をしているところ

が西の玄関口構想として

ＩＣにつきましては︑私

りますが︑三芳スマート

次に道路整備事業であ

してまいります︒

で︑その作業に全力投球

することになりましたの

り三カ年計画により実施

明会が終了し︑本年度よ

きまして︑地権者への説

の藤久保交差点改良につ

が︑長年念願でありました国道二五四号

ますことは︑ご承知のとおりであります︒

りま す ︒

ので︑その二カ所につきまして整備充実

次に埼玉県からの委託事業であります

就任当初から新たにこども医療制度を導

の変化を感じ得る本町の特性を生かした

武蔵野の面影を今に残す︑町内の雑木林の景観

に努めてまいります︒更に︑土地区画整

環 境 と調 和のとれた
機能的で魅力あるまち
︵都市整備・建設・防犯防災・産業・環境︶
次に緑化推進と公園整備についてであ
りますが︑町の緑につきましては︑年々
減少の一途をたどっているとは言え︑ま
だまだ多福寺周辺を中心とした平地林︑
或いは各地に点在する屋敷林︑そして竹

入致しましたが︑近隣市に先駆けたこの

まちづくりが必要とされております︒そ

間沢の斜面林等町内に武蔵野の雑木林の

制度導入は多くの保護者の皆様方より︑

業は︑所有者から町が無償にて土地を

の様な中で前年度より地域ぐるみで緑地

また︑社会福祉法人桑の実学園の運営

借り受けその管理と活用について︑地域

高い評価のお言葉をいただいてまいりま

により︑四月に開園いたします町内初の

の住民の皆様が実施するものでありまし

を保全して行く市民管理協定制度を導入

私立保育所事業につきましても︑公設の

て︑三者が協働して緑地を保全していく

した︒本年度も同様に予算を計上致しま

保育所と格差が無く︑安心して園児を預

という事業でございます︒本年度も引き

いたしまして︑北永井地区に市民緑地公

けていただけるよう所要の助成を行い万

続き新たな候補地の選定作業を進めてま

して︑引き続き積極的な子育て支援をし

全を期してまいります︒更に︑次世代育

園の整備に着手いたしました︒この事

P

てまいります︒

はじめて子育て講座﹁ほっとサークル﹂に︑
赤ちゃんと一緒に参加するお母さんたち︒

Q

まして︑公共調達改革に関する共同宣言
元気にゲートボールを楽しむ老人クラブの皆さん︒
P

Q
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自然と街並みが調和し︑より安心︑かつ

物の高さの最高限度のルールを定めて︑

従いまして︑都市計画法に基づき建築

を定める事が必要とされております︒

ていくためには︑建築物等に一定の規制

次に︑良好な居住環境と景観を保持し

もし て ま い り ま す ︒

致しまして︑洪水ハザードマップの策定

クル推進を図ることが求められ︑ゴミ処

り︑ダイオキシン類の排出削減︑リサイ

廃棄物を広域的に適正処理することによ

伴い︑自治体間でお互いに連携・協力し

ますが︑施設の老朽化とゴミ量の増加に

との共同処理を行っているところであり

のゴミ処理につきましては︑ふじみ野市

計画を策定してまいります︒また︑現在

の見直し作業を行いまして︑新たな防災

す︒併せまして︑水道施設は三十八年を

定作業を進めて行きたいと思っておりま

的なループ化に向けまして︑その計画策

業が完了していることから︑今後は全町

また︑念願でありました石綿管の更新事

要請をしてまいりたいと考えております︒

道への切り替えにつきまして︑引き続き

﹁北新埜中央公園﹂〜快適で良好な居住環境と
景観を目指して〜

快適なまちづくりを推進してまいります︒
理の広域化計画が策定され

次に水道事業についてで

また︑墓地の設置につきましては︑当

ありますが︑水は︑生命の

ました︒これらによりまし

更に︑農地の保全につきましては︑こ
源であると同時に︑町民の

初計画より一年早く条例を制定いたしま

れまで多くの取り組みがされてまいりま
皆様が健康で文化的な日常

てふじみ野市へ職員を出向

したが︑昨年より竹間沢農地環境保全協
生活を営むためにも大変重

して︑不秩序な設置について規制をしな

議会を立ち上げまして︑遊休農地を活用
要であり︑また地域産業の

致しまして︑その準備作業

した景観作物等の播種作業を実施してき
発展を支える上でも欠くこ

がら︑周辺の良好な景観の保持に努めて

たところであります︒このことによりま
とのできない事は︑ご承知

を進めてまいります︒

して農地の風食防止を始め︑この地域特

まい り ま す ︒

有の土ほこりの減少や良好な農地景観の
のとおりであります︒

﹁市民緑地公園﹂の整備︒雑木林の下草刈りを
する北永井地区の住民の皆さん︒

んでまいります︒また︑昨年の集中豪雨
保持をしてまいりました︒本年度も引き

い状況になっているところ

により︑藤久保地区︵ヤオコー付近︶を

次に︑防災事業でありますが︑現在の
でありますが︑今後もいま

本町の水道事業は昭和

地域防災計画は︑阪神淡路大震災を契機
だ一部地域で利用していま

続きこの農地・水・環境保全向上対策に

に平成十年に策定いたしましたが︑既に
す自家用水道からの町上水

ご説明をしてまいりましたが︑私は常に

中心とした都市災害の恐ろしさを改めて

の事業に着手することといたしました︒

九年を経過していることから︑本年はそ

剣道場の耐震補強設計を実施してまいり

町民の皆様の意見を拝聴しながら︑開か

四十三年の創設以来お陰様

更には大雨災害により荒川や本町を流れ

は︑三芳町公立学校施設耐震化計画を策

ます︒また︑三芳中学校につきまして建

れた町政を目指してまいりたいと考えて

取り組みながら︑竹間沢ホタル育成会と

る柳瀬川が洪水等により氾濫した場合︑

定致しまして︑広報みよしを通じ町民の

設以来三十数年を経過しており︑建具等

おります︒その様な観点から︑ここ数年

考えさせられたことにより︑集中豪雨時

どの程度まで被害が生じるかなどを調査

皆様にお知らせをいたしました︒本町で

の調整の不具合が顕著になってきました

はメールでのご意見がその多くを占める

で︑順調に事業の進展をし

経 過していることから︑配水 施設 耐 震 診

は︑県計画よりも二カ年前倒しした平成

ので︑大規模な窓改修工事を実施するこ

ようになってまいりました町長への手紙

も連携し︑数年の後には︑こぶしの里に

断調査と配水塔劣化診断を実施致しまし

二十五年度に︑すべての学校施設につい

とといたしました︒

につきまして︑当初から実施しておりま

に対応すべく雨水排水計画の見直しをい

て︑その調査結果を基に︑今後の水道事業

て耐震補強工事を終了することとし︑平

次に︑公民館利用者から多くの要望が

す葉書使用や︑封書によりますお手紙の

て参りまして︑現在では給

計画書の策 定をすると共に︑安全で良質

成十九年度からその事業に着手したとこ

ございました︑藤久保公民館のエレベー

方︑また︑パソコン使用の不得意な方︑

自然な形でのホタルが育成できるよう努

な水の供給に努めてまいります︒

ろであります︒これら耐震補強工事は︑

ター設置でありますが︑前年度に設計作

高齢者等に配慮をいたしまして︑町長へ

たしまして︑幹線十六号線の排水工事を

また︑漏水調査による有収率の向上と

児童・生徒の安全な教育環境のみなら

業が完了いたしましたので︑高齢者への

の手紙を簡単に投函できるポストを公民

水人口がほぼ一〇〇％に近

併せ︑徹底した経費節減を図るなど︑健

ず︑万が一大規模災害が発生した場合︑

配慮も併せまして︑本年エレベーターを

力し て ま い り ま す ︒

全な経営を目指してまいります︒

町民の避難場所としても位置づけられて

館に設置いたしまして︑一人でも多くの

学校校舎の耐震補強工事を実施すると共

ていくものであります︒本年は藤久保小

をおかけすることとなりますが︑ご理解

工事期間中は︑利用者の皆様にご不便

たしました︒これらの利用状況等を確認

町民の皆様のご意見をいただくこととい

︵教育・文化・スポーツ︶

しながら︑更に設置箇所を増設するか否
かも検討してまいりたいと考えておりま

をいただきたいと存じます︒
また︑中央公民館の建設につきまして

す︒ただ今申し上げましたように︑開か

に︑平成二十一年度に実施予定の唐沢小

も︑利用者代表や関係職員によります中

れた町政を目指して行く方針から︑就任

次に︑教育施設の整備事業でござい
育環境を充実するうえで欠かすことの出

央公民館建設準備委員会が設置されてお

一年を契機といたしまして︑交際費につ

学校校舎及び三芳東中学校体育館及び柔

来ない事業であります︒昨年の八月に

きましても︑本年より町ホームページへ
以上︑平成二十年度の町政運営にあた

りますので︑事業実施にむけて早期の結

ト事業を取り入れることにより︑保護者

りまして︑私の所信の一端を述べさせて

論を得たいと思っております︒更に︑図

と赤ちゃんがゆっくり向き合い︑心触れ

いただきましたが︑﹁住んで良かった﹂

掲載してまいります︒

▼耐震補強工事が終了した﹁三芳東中学校﹂校舎

あうひとときのきっかけをつくってまい

政方針とさせていただきます︒

願い申し上げまして︑平成二十年度の施

町民の皆様のご理解とご協力を心からお

所存でありますので︑議員の皆様並びに

丸になりまして︑強力に取り組んで参る

ような元気が出る町づくりに︑職員と一

み続けて行きたい﹂と思っていただける

﹁生まれてよかった﹂そして﹁ずっと住

以上施策︑新規事業等につきまして︑

開かれた町政を目指
して

ります︒

書館事業といたしまして︑ブックスター

ますが︑安全で安心な学校づくりは︑教

教育・文化のまち

設置することといたしました︒

Q

おりますことから︑早期の完成を目指し

概ね三年程度で完了したく︑本年よりそ

P

Q

広 報 み よ し（）



（）広 報 み よ し

