行政執行方針

ます︒写真文化首都は先人が
築き上げ︑守ってきた大切な
さまざまな文化や自然を﹁写
し︵写真と写心︶︑残し︑伝
える﹂心を大切にし︑過疎で
も過密でもない適疎な町づく
りを一歩一歩着実に進めるこ
とを目指します︒

宣言 年︶
イ．ラトビア民話集の発刊支
援
ウ．大雪山﹁神々が遊ぶ庭﹂
︵仮称︶の出版支援︵大雪
山国立公園指定 周年︶
エ．写真文化首都﹁写真の町﹂
のまちづくり︵仮称︶
︵﹁写真の町﹂宣言 年︶
⑶全国等の会議などの招致と
開催
開拓１２０年の節目を記念
して︑次の全国レベルの会議
などの招致や開催を行います︒
ア．子育てと教育を考える首
長の会研究大会
イ．農村文化創造ネットワー
ク会議
ウ．東アジア写真文化国際
フォーラム

循環型経済の推進を図ります︒
ア．省エネ経済推進事業〜省
エネ住宅建設支援︵北方型
二世帯住宅建設支援︑ソー
ラーパネルと薪ストーブ設
置支援︶
イ．新エネルギーの試験事業
〜地中熱ヒートポンプの実
用試験事業
ウ．地元木製家具製作委託事
業〜東川小学校児童机と椅
子などの製作委託
エ．留学生奨学金交付事業〜
短期・長期海外留学生奨学
金交付支援
オ．高齢者交通と除雪対策事
業〜安心して暮らすことが
できる交通と除雪支援

アジア各地等からの学生た
ちと住民との交流が行われ︑
日本語や日本文化の体験を
支援できるような交流の展
開を北工学園と連携し推進
します︒
ウ．東川振興公社との連携
株式会社としての機能と
公社としての機能を十分に
発揮し︑町全体の産業発展
のための役割を十分に果た
すように連携します︒
︵参考︶３ＥＮとは
﹁縁﹂〜町政活動のご縁
︵ＥＮ︶を大切にした経済活
動︑﹁援﹂〜お互いに支援
︵ＥＮ︶を大切にした経済活
動︑﹁円﹂〜２つのＥＮを大
切にし︑まるく円︵ＥＮ︶が
循環する経済活動
３．地域コミュニティー活動
の充実
少子高齢化が進行する社会
の中で地域と行政のパート
ナー関係の充実が一層重要に
なってきています︒地域自治
区域内の実情を把握し︑課題
を解決して行くため行政と自
治振興会を繋ぐ推進員の設置
の充実に努めます︒
４．教育委員会との連携
次代を担う子供たちが郷土
を愛し︑人を愛し︑世界に貢
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⑵北工学園等との共益連携の
展開
北工学園が今年から日本語
学科を新設し︑特にアジア地
域等からの留学生受け入れ推
進を図ることから留学生の奨
学制度を充実し︑町の活力向
上を推進します︒
ア．国際交流会館︵仮称︶の
建設
日本語学習などの海外留
学生やスポーツ文化芸術活
動のための学生などの受け
入れ推進のため国際交流会
館の整備を図ります︒
イ．留学生と住民交流の促進
北工学園などに留学する

28

⑴新たな還暦に向かって﹁新
しい社交の場﹂づくり
東川小学校跡地の利用計画
について住民の提案等を参考
として素案を作成中でありま
すが︑住民への素案提示を行
い具体的な意見や提言を求め
ます︒基本的な利用の方向と
して﹁写真文化首都﹂の拠点
となる老若男女が﹁集い︑学
び︑作り︑楽しむ﹂ことがで
き︑さまざまな出会いができ
る﹁新しい社交の場﹂として
の整備に着手できるように努
めます︒

⑴町内循環型経済の推進
消費税増税などによる消費
減退対策として︑﹁写真の町﹂
東川町らしさを生かした町内
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３３
ＥＥ
ＮＮ
経経
済
﹂
２﹁
．﹁
済
﹂
活動の展開
開拓１２０年を迎え︑今ま
で写真の町を宣言し出会った
方々とのご縁︵ＥＮ︶を大切
にし︑お互いに応援︵ＥＮ︶
しながら︑まるく円︵ＥＮ︶
がまわる経済対策を共益の視
点で実施し︑町財政の健全化
に努めます︒

⑵町の価値創造﹁図書の発刊
と支援﹂と発信
国内外の交流を通じて実践
してきた歴史を踏まえ︑出版
社などと連携し﹁写真の町﹂
東川町に関係する出版物の発
刊等にも取り組み︑写真文化
首都として東川町の文化価値
の発信にも取り組みます︒
ア．写真の町東川賞収蔵作品
写真集の発刊︵﹁写真の町﹂

ます︒地方自治体の財政運営
と家計運営の相違などを住民
への情報提供に努めます︒

第６ 終わりに
地方自治の原点は自律し︑
福祉であります﹁住民の繁栄︑
住民の安全・安心︑住民の幸
福﹂の向上にあります︒﹁最
少の経費で最大の効果﹂が発
揮できるように引き続き全力
で取り組んでいきますので︑
深いご理解とご支援をお願い
します︒

東川町長

松 岡 市 郎

平成 年3月6日

％を超えた場合は︑上記の
基準に係わらず起債額を縮
減する︒
⑹開拓１２０年記念として整
備する東川小学校関連施設
に係る起債については減債
基金との一体管理を行う︒
３ 使用料等の確保
⑴﹁受益と負担﹂を基本とし
て財源の確保に努める︒た
だし福祉的な視点から支援
が必要な場合には特別的な
配意に努める︒
⑵協力金の確保に努める︒
大雪山国立公園保護協会
及び旭岳源水公園管理につ
いては︑原則協力金の範囲
内で行うものとする︵町の
補助金は国と道の補助金等
の合計額を上回らないこ
と︶︒さらにキトウシ森林
公園などについても︑協力
金制度を積極的に活用する︒
４ 歳出適正化対策
⑴平成 年３月までに一般職
７名が定年退職︵平成 年
３月２名︑平成 年３月５
名︶を迎えるが︑既に前倒
しして職員を採用している
ので平成 年度中には︑一
般事務職員の採用は原則見
送る︒なお人件費総額は税
収の範囲内に努める︒
⑵物件費については消費税の
税率改定もあることから︑
指定管理委託を含めて総合
28
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り組むように促します︒特に
キトウシ森林公園が有する多
機能を活用し︑交流人口の拡
大と住民等の健康促進対策に
取り組みます︒

第５ 健全財政の運営
国や道等の制度をフルに活
用し︑住民負担の増とならな
いように発想と工夫︑実行に
より︑持続した健全な町づく
りが展開できるような運営に
努めます︒開拓１２０年を記
念して整備中の小学校等と関
連施設の整備などで起債の額
が大幅に増えていますが︑有
利な起債の活用と減債基金に
より健全な財政を維持してい

ないことを基本とする︒
ただし︑普通交付税で補
てんのあるもの︑または償
還財源として特定財源があ
る次の起債は除く︒
◎臨時財政対策債 ◎辺
地対策事業債 ◎緊急防
災・減災事業債 ◎公営住
宅建設事業債
⑵辺地対策事業債の新規借入
額の ％及び緊急防災・減
災事業債の新規借入額の
％相当額は︑減債基金への
積み立てを基本とする︒
⑶各種基金を取り崩して実施
する事業については︑世代
間の公平負担を図るため︑
次の試算により算定した額
を公共施設整備
基金に毎年積み
立てる︒
︵当該事業費
−当該事業の補
助金等の特定財
源︶ 当該事業
の耐用年数=毎
年の積み立て額
⑷公営住宅等の住
宅に係る起債に
ついては︑家賃
収入と公債費の
バランスに常に
配意する︒
⑸前々年度決算に
おいて﹁実質公
債費比率﹂が
（参考）過去の実質公債費比率
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励に努める︒
⑷国や道などの政策交付金や
補助金の利活用に努める︒
２ 起債管理
起債の発行に当たっては︑
普通交付税の補てんのある有
利な辺地対策事業債や補正予
算債などの活用を目指し︑次
世代負担の軽減化に努める︒
⑴起債限度額の目標を定める︒
起債のプライマリーバラ
ンスに配意し︑単年度の起
債額が元金償還額を上回ら
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平成 年度健全財政運営基準
将来の財政運営の健全性を
確保するため︑具体的な﹁財
政運営ガイドライン﹂を以下
のとおり定める︒
１ 歳入確保対策
⑴毎年﹁歳入確保対策﹂を具
体的に検討しまとめる︒
⑵町税等の徴収金の確実な徴
収を図るとともに︑前年度
の徴収率を上回ることを目
標とする︒
⑶課税客体となる﹁個人及び
法人﹂の誘致を図り投資奨
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献する人材の育成は恒久の
テーマです︒教育委員会と十
分連携し︑教育活動の充実に
配意します︒

第４ 行 政 機 構 等と 指 定
管理の見直し
行政執行に当たっては﹁選
択と集中﹂を基本として︑課
題の解決に向けて専門的な業
務を推進する体制を充実する
ため役場組織機構の業務を見
直します︒
⑴新規重点課題
ア．地域自治振興会との連携
イ．高齢者﹁居場所﹂相談と
宅地等の流動化推進
ウ．農村後継者と配偶者対策
及び新規雇用の場対策
エ．アジア地域との交流促進
と交流人口拡大の推進
オ．高付加価値産業の展開︑
国営緊急農地再編整備の推
進
カ．東川小学校跡地計画と中
心市街地活性化への取り組
み
キ．学社連携の教育の促進
︵教育委員会との連携︶
⑵指定管理の改善
公の施設について指定管理
団体の経営努力により委託費
の支払いを求めない運営に取

的な見直しを図る︒
⑶各種団体補助金については
次年度以降も見直しを図る︒
ア．商工会補助金は会員の拡
大を目指すものとする︒
イ．観光協会は︑収益事業の
拡大により自主財源の確保
を目指すものとする︒
ウ．写真の町関連事業は︑協
賛団体の支援を目指すもの
とする︒
⑷収益を伴うものについては
ＮＰＯ法人化︵または協議
会等の組織化︶を目指し︑
管理運営の自立を目指すも
のとする︒
⑸箱物︵建物︶の建設に当た
っては︑後年度の管理運営
費を賄える計画が立てられ
ることを原則とする︒
５ イベント展開予算
⑴住民福祉である﹁住民の繁
栄︑住民の安全・安心︑住
民の幸福︵教育︶﹂の分野
において︑どの分野に貢献
するか確認する︒
ア．立ち上げ補助を基本とし︑
期間を区切って支援する︒
イ．受益者負担を基本とする︒
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H22 H23 H24
10.6 10.1 9.9
H21
12.1
決 算 年 度 H20
実質公債費比率
（％） 13.3
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