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１ はじめに 

令和４年玉村町議会第１回定例会の開会にあたり、令和４年度の町政運営に対する方

針及び予算の大要につきまして所信を申し述べ、町民の皆様並びに議員各位のご理解と

ご協力をお願い申し上げる次第であります。 

私が、町長という重責を担わせていただいてから、早いもので３年目の春を迎えよう

としております。この間、町民並びに議員の皆様方には、多大なるご指導と、温かいご

支援、ご協力を賜り、改めて厚くお礼申し上げます。 

私は、町長就任時、この場において、「町民本位の町づくり」のため、一部の奉仕者で

はなく、全体の奉仕者として、全力で邁進することを約束し、所信を申し述べさせてい

ただきました。任期の折り返しを迎え、３年目となる令和４年度も、その歩みを止める

ことなく、一歩一歩着実に、前に向かって、未来に希望をつなぐ「町民本位の町づくり」

を推し進めていきたいと思っております。 

そのためにも、議員各位と意思疎通を密にし、職員と一丸となって引き続き全力を挙

げて町政運営に取り組んでいく所存でありますので、より一層のご支援とご協力をお願

い申し上げます。 

さて、昨年を振り返りますと、一昨年来、世界各国に猛威を振るい続けている新型コ

ロナウイルスが、変異を繰り返しながら今なお感染者を増発し、我が国においても医療

提供体制が逼迫するほか、国民生活や社会経済活動にも多大な影響を及ぼし続けており、

１００年に一度の危機とも言われる未知のウイルスとの闘いに、手探りでの対応が続く

という、まさにその対応に翻弄される一年でありました。昨年末頃には一時的に感染者

が減少し、収束も近いものと期待をしておりましたが、今年に入ってから感染力が非常

に強いオミクロン株の感染者が急増し、本県でも「まん延防止等重点措置」が適用され

るなど、日々の暮らしにおいて深刻な事態は依然として変わらず、未だ収束の見えない

状況が続いております。 

これらに対応すべく、本町においても、町民生活の支援や地域経済の後押しにスピー

ド感をもって取り組んでまいりましたが、今なお感染者が後を絶たない状況の中、町民

の皆様には、引き続き、感染防止対策にご協力をいただいていることに、心から感謝申

し上げるとともに、医療従事者の皆様やエッセンシャルワーカーの皆様も、感染リスク
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を背負いながら、「国民の健康と命を守る」という使命をもって、日々の業務に取り組ま

れているその姿勢に、この場をお借りして、改めて深く感謝と敬意を表する次第であり

ます。 

このような状況の中、現在、本町では、コロナ克服に向けて、当初の予定を前倒しし

て３回目のワクチン接種を進めております。これまでの経験を踏まえて、ワクチン接種

を希望される方々がよりスムーズに予約できるようＬＩＮＥでの予約のほか、コールセ

ンターの設置や集団接種の充実など体制を見直すとともに、ワクチンの確保や医療機関

との調整に、職員も日夜全力を尽くしているところであります。今後も引き続き、平穏

な日常を取り戻せるよう早急なワクチン接種の推進に全力で取り組んでまいります。 

こうした厳しいコロナ禍にあって、令和の新たな時代も早いもので４年目を迎えまし

た。我が国では、少子高齢化の急速な進行によって人口減少社会にある中、地方創生の

名のもと、限られた人口を呼び込もうとする地域間の競争が激しさを増しております。

一方、これまで恵まれた立地条件などから人口急増により発展を遂げてきた本町におい

ても、今では、かつて経験したことのない急激な人口減少と少子高齢化に直面しており

ます。中でもピーク時には３，２００人いた小学生の子どもたちも、その半分まで落ち

込む事態に陥っているのが現状であります。 

この難局を乗り越え、先人が築き上げてきた「ふるさとたまむら」を次の世代にしっ

かりと引き継いでいくことが、私に課せられた最大の使命であると捉え、地方創生の深

化に向けて、「問題を先送りしない」という信念をもって、「たまむらの未来を担う人づ

くり」や「本町の持続的な発展を牽引する企業誘致」など「未来への投資」に果敢に挑

戦し、力強く推し進めてまいります。 

そして、新しい未来に希望をつなぐまちづくりの足掛けを築いていくため、今後にお

いては、持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの理念を取り入れながら、誰一人取り残さ

ない持続可能で魅力あるまちづくりを町民の皆様とともに一丸となって進めていきた

いと思っております。 

これから新年度を迎えるにあたり、私は、そうした思いを胸に、改めて初心に立ち返

り、心新たに不退転の決意で、町民本位の町政運営に全身全霊で取り組んでまいる所存

でありますので、重ねて、より一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。 
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２ 令和４年度町政運営の基本方針とその概要 

それでは、令和４年度の町政運営の基本方針とその概要についてご説明いたします。 

現在、国においては、医療提供体制や検査体制の確保、ワクチン接種の促進、感染防

止対策の徹底により、コロナ克服に万全を期すとともに、コロナ後の新しい社会を見据

え、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとする新し

い資本主義の実現に向けた戦略を国主導で推進し、安全・安心を確保する防災・減災、

国土強靭化、２０５０年カーボンニュートラルを目指すグリーン社会の実現、デジタル

時代にふさわしい効果的な人材育成・質の高い教育の実現を図るためのデジタル化の推

進、人づくり革命における子育て支援や賃上げの促進、地方活性化に向けた基盤づくり

など、「分配なくして次の成長なし」とする岸田内閣の指針に基づき、成長戦略における

成長の果実をしっかりと分配することで、次の成長を実現する全ての世代が支え合う持

続可能な全世代型社会保障制度の構築を柱とした分配戦略を推進するとしております。 

一方、財政健全化に向けては、コロナ対策への巨額な投資により国の債務超過が過去

最大の６６５兆円にも上るという状況の中、２０２５年度の国と地方を合わせた基礎的

財政収支、いわゆるプライマリーバランスの黒字化を目指すとし、これまでと同様の歳

出改革努力を継続することから、経済再生と財政健全化の両立に向けて、引き続き、厳

しい財政運営を強いられることが避けられない状況となっております。 

このように、国・地方を通じて厳しい状況下にあって、本町の財政状況は、令和２年

度決算でみると、プライマリーバランスについては、平成２９年度以降黒字を確保して

おりますが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率については改善傾向にはあるものの、

令和２年度決算では、９０．９％と依然として高い状況が続いており、政策的経費や臨

時的な財政需要に対して十分に余裕のない、いわゆる硬直化した財政構造となっている

のが現状であります。 

こうした中、本町では、直面する新型コロナウイルス感染拡大という未曾有の事態に

対処するため、町民生活と地域経済を守ることを最優先に、積極的な財政出動を重ねな

がら、スピード感を持って様々な対策を講じてきたのはご案内のとおりであります。 

しかしながら、オミクロン株による感染者が急増し、未だ収束が見通せない状況下に

おいては、感染症の様々な影響が今後も相当期間継続するものと想定し、引き続き、国
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の施策と歩調を合わせながら、機動的な財政出動により、適宜的確な対策を講じていく

必要があります。 

そして、本町の「持続的な発展と魅力あるまちづくり」のためには、町民生活の安全・

安心の確保をはじめ、超高齢社会への対応、子育て支援や教育環境の充実、産業振興や

地方創生への取組など、これまで以上に力強く推し進めていく必要があります。さらに、

少子高齢化に伴う社会保障関連経費の増加をはじめ、特に、少子化対策では、若い世代

への子育て支援や教育環境の充実はもとより、長寿社会を見据えた福祉施策、災害対策

や公共施設の老朽化への対応など、山積する行政課題を着実に解決し、質の高い行政サ

ービスを次世代に引き継ぐためには、将来にわたり持続可能な行財政運営に努めていく

必要があると考えております。 

また、令和３年度は、「第６次総合計画」の初年度として、町が目指す新たな将来像の

実現に向けたスタートを切る重要な１年でもありました。２年目を迎える本計画では、

これからのまちづくりの柱となる「６つの重点目標」について、これまで培ってきた経

験を活かしつつ、ポストコロナの持続的な成長基盤として国が示す４つの原動力「グリ

ーン化」、「デジタル化」、「地方の活性化」、「子ども・子育て支援」との歩調を図りなが

ら、ウィズコロナ時代を勝ち抜くための「ニューノーマル」の視点も踏まえた上で、各

施策の着実な取組を推進していかなければなりません。 

このような観点から、令和４年度の予算編成にあたっては、コロナ禍に伴う町民の暮

らしや価値観の変化を敏感に捉えながら、地域経済の回復はもとより、グリーン社会の

実現やデジタル化の加速、たまむらならではの地方創生など、ポストコロナを見据えた

諸施策に引き続き取り組むとともに、本町がこれまで重点施策として進めてきた子育て

支援や教育環境の充実をはじめ、長寿社会を見据えた地域福祉、防災・減災対策、賑わ

いを創出する未来への投資などの取組については、「将来にわたり持続的に成長できる

まち」を目指して、引き続き、推進していけるよう配慮いたしました。 

これらの考えに基づき編成した令和４年度の予算は、引き続き、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立を図りながら、昨年４月からスタートした

「第６次総合計画」において、町が目指す将来像「暮らすなら、ここがいい。」を実現す

べく編成いたしました。 
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具体的には、まちづくりの柱となる「６つの重点目標」を着実に推進するとともに、

「将来にわたって持続可能な行財政運営」を堅持するという必要性に鑑み、緊急度、優

先度を踏まえた「歳出の重点化」と中長期的な視点から安定的な税収基盤の確立に向け

た「未来への投資」を基本として、「新型コロナウイルス感染症対策の徹底」、「防災・減

災の強靭なまちづくりの推進」、「人生１００年時代の長寿社会を見据えた地域福祉の推

進」、「賑わいを創出する未来への投資」、「子どもの未来に希望をつなぐ環境づくりの推

進」、「コロナ禍でも子どもたちの学びを保障する教育の推進」、「地方創生・総合戦略」

の全７分野に予算の重点配分を行いました。特に、若い世代の育児と仕事の両立をサポ

ートし、「たまむらの未来を担う人づくり」を進めるため、「子育て支援や教育環境の充

実」をはじめ、人生１００年時代の長寿社会を見据えた「高齢者の健康づくり」、地方創

生の深化に向けた「ＳＤＧｓの推進」、「本町の持続的な発展を牽引する産業振興」など

「未来への投資」は、積極的な取組が進められるよう重点的な予算配分を行いました。 

その結果、一般会計予算の総額は、１１６億９，０００万円、対前年度比０．１％の

減となりましたが、財源確保が極めて厳しい状況の中、町民生活や地域経済回復の後押

しにしっかりと向き合い、これまでの行政サービスの水準を後退させることのないよう、

コロナ克服と収束後の社会、地方創生を見据えた「新しい未来に希望をつなぐ予算」と

して、編成を行いました。 

また、国民健康保険特別会計をはじめとする４つの特別会計の予算総額は、６４億３，

５７５万７千円、水道事業会計及び下水道事業会計の２つの企業会計の予算総額は、２

７億９，０１６万２千円となり、一般会計を含めた全会計における予算総額は、対前年

度比１．２％増の２０９億１，５９１万９千円となりました。 

各会計の詳しい内容につきましては、それぞれの予算案の中でご説明させていただき

ます。 

今後においても、当面の間、コロナ禍への対応に追われることが予想されますが、コ

ロナ禍に踏みとどまることなく、町民の皆様の笑顔が未来への活力を生み出し、そして、

玉村町の未来を創るという思いで、コロナ収束と町内経済再生に向けて、躊躇すること

なく必要な財政支援を行いながら、緊張感、スピード感をもって諸施策に取り組んでい

くことを約束し、令和４年度の町政運営にあたってまいります。 
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それでは、「第６次総合計画」の「６つの重点目標」に沿って、主な取組についてご説

明いたします。 

 

＜ 重点目標① 「わざわい」から生命と財産をまもる ＞ 

まず、重点目標①として、『「わざわい」から生命と財産をまもる』について、ご説明

申し上げます。 

 はじめに、直面する喫緊の課題である「新型コロナウイルス感染症」への対応です。 

 新年度では、コロナ禍で疲弊した社会から、町民の皆様が安心して過ごせる日々を取

り戻すため、引き続き、「町民の暮らしと地域経済を守る」ことを最優先に、「感染拡大

防止」、「町民生活の安定化」、「地域経済の回復」を三つの柱として、立ち止まることな

く、コロナ克服と収束後の社会を見据えた戦略的な事業展開を図ってまいります。 

具体的には、「新型コロナウイルス感染症対策の徹底」として、まず、感染拡大防止対

策では、コロナ克服に向けて３回目となるワクチン接種を力強く推し進めるほか、マス

クや消毒液等の基本的な感染防止対策の備えや、感染者が発生した町内業者が行う施設

内の消毒等の緊急安全対策を支援するとともに、万一、学校等の子どもに関わる施設に

おいて感染者が発生した際には、感染拡大防止対策として拡大ＰＣＲ検査を実施してま

いります。 

また、町民生活の支援では、長引くコロナ禍の影響により、住民税非課税相当まで家

計が急変した世帯を応援するため、一世帯当たりに５万円を給付するとともに、低所得

世帯の子ども一人当たりに２万円の商工会商品券を交付するほか、コロナ禍で広がる子

どもの産み控えの対策とともに、子育て世代の応援として、新生児一人当たりに３万円

の商工会商品券を交付し、町内経済活性化の後押しにつなげてまいります。 

加えて、万一、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等になった方々が、県在宅支

援センターの支援の対象外になってしまい、家族や友人等から買い物の協力が得られず、

支援が必要となった際には食料等の支援を行うとともに、長引くコロナ禍における「生

理の貧困」への支援として、経済的に逼迫する生活困窮世帯に、生理用品の無料配布を

行ってまいります。 

教育面においては、生活支援が急務となっている就学援助費受給世帯の中学校３年生
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の子ども一人当たりに高校進学準備金として、５万円を給付するとともに、コロナ禍で

再び休校になっても学びを保障する１人１台のタブレット端末の効果的な活用を図る

ため、子どもたちが日常的にＩＣＴを活用できるクラウド型デジタル教材を小学校に導

入して実践研究するほか、在宅での学びを保障する Wi-Fiモバイルルーターの貸出支援

を行ってまいります。 

町内事業者の支援では、事業者の経営維持・継続を支援するため、コロナ禍の影響を

受けた事業者に対する緊急経済対策資金として制度融資を継続するとともに、売上が減

少した小規模事業者には、新たに１０万円を支援してまいります。また、農業者の支援

では、コロナ禍の影響により、市場価格の低迷等が懸念される「田園都市たまむら」な

らではの麦について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援し、新たな需要喚起につ

なげるため、麦種子購入のための一部助成を行ってまいります。 

さらに、コロナ禍に伴う緊急経済対策として、町内事業者への発注を条件とした住宅

等リフォーム支援事業を実施し、地域経済回復の後押しを推進してまいります。 

これらのほか、新型コロナウイルスに対する忌避
き ひ

意識から、感染者やその家族等が不

当な差別、誹謗中傷を受ける事案が後を絶たないことから、「ＳＴＯＰ！コロナ差別対策

運動」を継続するとともに、感染拡大の影響等により、内定取り消しとなった学生や離

職者等を優先に、会計年度任用職員として緊急雇用を行ってまいります。また、国の「コ

ロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症への対応

と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く民間事業者の保育士や幼稚園教諭、放課後

児童支援員等の賃上げによる処遇改善を図ることで、事業継続と人材確保のための支援

を行うとともに、民間事業者との賃金格差の均衡を図るため、公立の保育関連施設で働

く会計年度任用職員の処遇改善も併せて行ってまいります。 

次に、防災・減災対策及び消防体制の充実です。近年、大型化している台風をはじめ、

集中豪雨や記録的な猛暑、頻発化する地震など、全国各地で自然災害が激甚化し、かつ

広域化していることから、平時からソフト、ハードの両面において万全の備えを行うこ

とが重要であると認識しております。そのような大規模な自然災害から「町民の生命と

財産」を守るとともに、被害の低減を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、「玉

村町国土強靭化地域計画」に基づき、諸施策に積極的に取り組んでまいります。 
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まず、頻発化し激甚化する大規模な自然災害に柔軟に対応するため、地域防災力の向

上を目的に策定した「消防団再編実施計画」における第１期再編の１ヵ所目となる第９

分団及び第１０分団の統合を行うことから、統合後の活動拠点となる上陽分団詰所を建

設するとともに、統合後の上陽分団の消防力強化を図るため、２台目となる軽可搬式消

防ポンプ自動車を導入するほか、第１期再編の２ヵ所目となる第３分団及び第４分団の

統合を進めることから、南分団詰所建設に向けて、実施設計に着手してまいります。 

また、各避難所施設における防災備蓄倉庫の防災用非常食や資機材等について、平時

における備蓄品の充実を図るほか、災害等により、生活に不可欠な上水道が長期の断水

状態となった際に、浄水場や前橋市との相互応援連絡管から離れた芝根地域に生活雑用

水を確保するため、非常災害時の避難所となる芝根小学校に「防災井戸」を整備すると

ともに、大規模自然災害が頻発化する中、見直しが行われた浸水想定区域や警戒レベル、

マイ・タイムライン等の避難情報を反映した新たな「総合防災マップ」を作成してまい

ります。加えて、平時の備えとして、万一、大規模地震が発生した際に、被災した建築

物が、その後の余震等による倒壊や物の落下等により、人命に危険を及ぼす二次災害を

引き起こす恐れがあるため、被災時の危険度判定作業が円滑に行えるよう、「被災建築物

応急危険度判定街区マップ」の作成を行うとともに、判定用資機材の備蓄品について計

画的に充実を図ってまいります。さらに、ＳＤＧｓ推進の観点からも、２０５０年カー

ボンニュートラルの実現に向けて、環境にやさしい新エネルギー導入の推進として、家

庭における温室効果ガスの排出を抑制し、災害時の停電に備えるため、太陽光発電シス

テム設置の補助要件を拡充するほか、蓄電池設備の設置費の一部助成を新たに行うとと

もに、地震等の災害から町民の生命、身体及び財産を守るため、道路等に面する倒壊の

恐れのある危険ブロック塀等の撤去費の一部助成を新たに行うなど、町民と行政が一丸

となって取り組む「防災・減災の強靭なまちづくり」の推進を図ってまいります。 

次に、防犯体制の充実では、防犯カメラやＬＥＤ防犯灯の適切な維持管理、新規設置

のほか、地域における自主防犯組織の活動を積極的に支援し犯罪抑止を図るとともに、

依然として高齢者等を狙った悪質な振り込め詐欺などの犯罪が後を絶たない状況にあ

ることから、特殊詐欺等被害防止対策として、防犯機能を備えた電話機等の購入助成を

引き続き行ってまいります。 
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次に、交通安全対策の充実です。地元区から要望が高いカーブミラーや区画線、路面

標示等の充実を図るとともに、緊急安全点検により不具合が見つかったカーブミラーへ

の対応など、交通安全施設の充実に努めてまいります。また、高齢ドライバーによる交

通事故の未然防止を図るため、６５歳以上の高齢運転者を対象に運転免許証を自主返納

しやすい環境づくりを引き続き推進してまいります。 

 

＜ 重点目標② 子どもを育て未来をつくる ＞ 

続きまして、重点目標②として、『子どもを育て未来をつくる』について、ご説明申し

上げます。まず、子育て支援環境の整備充実です。 

コロナ禍において、全国的な子どもの出生数のさらなる減少が懸念される中、少子化

対策は喫緊の課題であり、町を挙げて子育て世代を全力で応援するため、「親が働きなが

ら子どもを安心して産み育てられる環境づくり」を積極的に進めてまいります。 

本町では、これまでに、子育てしやすい環境づくりのため、保育所及び放課後児童ク

ラブの待機児童解消対策として、新規保育所の誘致や余裕教室等を活用した学校施設内

での放課後児童クラブの開設により受け皿の整備を進めてきました。 

しかしながら、保育現場では、コロナ禍と相まって保育士の人材不足が深刻な状況に

陥っているのが現状です。そのため、保育を必要とするすべての子どもたちが入所でき

るよう待機児童対策に継続的に取り組む必要があることから、新年度では、子どもの年

度途中の入所を見据え、あらかじめ基準を超えて年度当初から保育士を確保し、子ども

の受け皿の拡充を図った民間保育事業者に新たに補助金を交付し、事業の継続を支援す

ることで、待機児童ゼロを継続的に進められるよう受け皿の確保に努めてまいります。 

また、昨年４月から議員の皆様方にご理解をいただき、子育て支援のさらなる充実と

して実施している国の基準では幼児教育・保育無償化制度の対象とはならない保育所、

幼稚園等の「第２子保育料及び副食費」の無償化を継続し、子育て世代の経済的な支援

を積極的に行うことで、子どもをもっと持ちたいと望むカップルの希望を叶えるととも

に、広く若い共働き世帯の転入や定住を促進し、人口増加と安定的な税収確保を目指し

てまいります。 

加えて、子どもの貧困対策では、子どもの成長を社会全体で支えるため、「子ども食堂」
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や「学習支援」に取り組む民間活動がより広がるよう積極的に支援するとともに、ひと

り親家庭の小学生の子どもを対象とした無料学習支援を引き続き実施し、町の未来を担

うすべての子どもたちが笑顔で夢と希望を持って健やかに成長できるよう支援してま

いります。 

また、児童虐待問題では、依然として深刻な虐待事件が後を絶たず、社会全体で取り

組むべき重要な課題となっているため、関係機関と連携し、虐待通告や相談に対してリ

スクレベルに応じた継続的かつきめ細やかな支援、見守り体制を強化し、問題を抱えて

いる子育て世帯への迅速かつ適切な対応を行ってまいります。 

さらに、「国際教育特区」である本町の魅力を高めるため、町内すべての保育所や幼稚

園等において、子どもたちが外国人講師と楽しく遊びながら英語に親しむ機会を提供し、

子どもの頃から英語に触れる環境の底上げを図ることで、保育の質の向上及び英語教育

活動の充実に努めてまいります。 

なお、小中学生の給食費一部免除、ファミリー・サポート・センターによる病児・病

後児預かり利用料の一部助成の拡充のほか、就学援助費については、支給基準の見直し

を行い、対象世帯の拡充を図るなど、今後においても、子育て世代の育児と仕事の両立

をサポートする切れ目のない支援により、若い世代が安心して子どもを産み育てられる

環境づくりを進めるとともに、若い世代を町に呼び込み、子育て世代から「住みたいま

ち」として選ばれる環境づくりを進めてまいります。 

次に、教育環境の整備充実です。コロナ禍で教育を取り巻く環境は大きく変化し、子

どもたちとの向き合い方に難しさが増す中、本町の教育発展と未来を担う人づくりを進

めるため、教員の人材育成をサポートする幅広い教育的知見を持った「キャリア・サポ

ート・スタッフ」を配置してまいります。また、教員の事務作業を補助する「スクール・

サポート・スタッフ」及び中学校における「部活動指導員」の配置など継続的な人的支

援により、教員がきめ細やかな指導ができるよう子どもたちと向き合う時間を確保し、

教員の多忙化解消対策にもつなげていきたいと考えております。 

加えて、生徒にとって望ましい持続可能な部活動と学校現場の働き方改革の実現に向

けて、休日の部活動の段階的な地域移行や合同部活動等の推進に関する実践研究を行っ

てまいります。 
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一方、児童生徒の学び方改革の推進では、今回の感染拡大のような事態が生じても、

学びの継続を確保できるオンライン教育のニーズが高まっていることから、国が進める

ＧＩＧＡスクール構想の推進と歩調を合わせ、これからの時代に不可欠となる１人１台

のタブレット端末の効果的な活用に必要な指導者用デジタル教科書等の教材充実を図

るとともに、コロナ禍でも学びを保障するオンライン学習を一層推進してまいります。 

学校施設の整備充実では、竣工から３５年が経過する老朽化した南中学校のトイレ環

境を改善し、学校施設の質的向上を図るため、実施設計に着手してまいります。 

 外国人子女の支援では、日本語の習得が必要な外国籍の子どもたちの増加に伴い、小

学校では中央小学校、中学校では南中学校を日本語教室の拠点として、きめ細やかな指

導の充実を行っております。今後は、県立女子大生との連携をさらに深め、子ども一人

ひとりの状況に応じた適切な支援体制の充実を図ってまいります。 

不登校の問題では、ふれあい教室による一人ひとりの気持ちに寄り添った教育支援を

行うとともに、通級教室では、特別な支援を要する子どもたちの増加に伴い、本教室で

の幼児対応に加え、小学生は玉村小学校、中学生は玉村中学校に拠点を置き、それぞれ

の発達段階に応じたきめ細やかな指導及び支援の充実を図ってまいります。 

 

＜ 重点目標③ 元気に年を重ねられる町をつくる ＞ 

続きまして、重点目標③として、『元気に年を重ねられる町をつくる』について、ご説

明申し上げます。 

まず、地域福祉、高齢者福祉、障がい者福祉の充実です。人生１００年時代の長寿社

会を見据え、「高齢者になっても、いつまでも健康で暮らせるまちづくり」を目指し、生

涯にわたり元気でいきいきと安心して暮らすことができるよう、「高齢者の健康づくり」

を核とした健康寿命の延伸対策、フレイル予防、健康づくりのための環境整備、社会参

加の促進など、地域ぐるみで健康長寿に向けた取組を強化してまいります。 

また、障がい者の日常生活の支援や医療的ケアの促進をはじめ、地域の支え合い・助

け合い、あらゆる世代の活躍の場づくり、多様な就労機会の確保、８０５０問題やひき

こもり、ダブルケア、ヤングケアラーへの対応など、地域共生社会の実現に向けた取組

をこれまで以上に進めてまいります。 
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新年度では、そのような地域共生社会の実現に向けて、地域住民の複雑化・複合化し

た支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、介護、障がい、子ども、生

活困窮といった分野毎ではなく「属性を問わない相談支援」、「参加支援」及び「地域づ

くりに向けた支援」の３つの支援を一体的に行う「重層的支援体制整備事業」を創設し、

先進的な取組とともに、全１２のメニューで総合的に相談支援等のサービスを実施して

まいります。 

具体的には、医療・介護・保健・福祉の側面から高齢者を支える「地域の総合相談窓

口」として、これまで介護保険特別会計で行ってきた「地域包括支援センター事業」を

一般会計化し、機能強化を図り運営するとともに、「地域介護予防活動支援事業」及び「生

活支援体制整備事業」についても同様に一般会計化を図ってまいります。 

その「地域介護予防活動支援事業」のうち、「介護予防サポーター養成事業」では、介

護予防に関する知識や技術を習得する講座を開催し、健康サポーターやフレイル予防サ

ポーターなど多様な介護予防サポーターを養成するとともに、筋トレや居場所など地域

で活躍する住民主体のボランティア活動を先進的に推進してまいります。 

また、「ふれあいの居場所づくり事業」では、年齢や性別を問わず、地域住民の誰もが

集い、地域の担い手として活躍できる交流の場として、居場所づくりを行い、筋トレな

ど高齢者の健康づくりを推進するとともに、生きがいや楽しみを通じて健康寿命の延伸

に結び付けていけるよう輪を広げてまいります。 

さらに、「生活支援体制整備事業」では、協議体を中心に住民主体の多様なサービスの

創出を進めるとともに、高齢者に寄り添った地域の多様な主体による重層的なネットワ

ークの構築や健康寿命の延伸、やりがいや生きがい、地域づくりを推進する取組を行っ

てまいります。 

障がい福祉の増進では、「基幹相談支援センター」に専門資格を有する職員を配置し、

障がい者に対する相談支援機能の強化充実を図るとともに、地域移行・地域定着の取組

を推進するほか、障がいによって働くことが困難な障がい者の日中の活動をサポートす

る「地域活動支援センター」の機能を強化し、職員体制を整え、創作的活動や生産活動、

地域交流など、地域に根ざした生活支援の促進を図ってまいります。 
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子育て支援では、子育て世代が安心して子どもを産み育て、働くことができるよう妊

娠・出産・子育てに関わる様々な相談に応じ、必要な情報、サービスの提供など、妊娠

から子育てまでの切れ目のない支援を行う拠点として、「子育て世代包括支援センター」

の充実を図ってまいります。 

「生活困窮者自立支援事業」では、ハローワークや若者サポートステーションなどの

外部機関と連携し、オンラインでの面接環境を整備するなど生活困窮者に対する自立支

援や相談支援、就労支援などを積極的に行ってまいります。 

「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」では、複雑化する地域課題に的

確に対応し、生活困窮者を地域で支える体制の構築として、地域を巻き込み、住民パワ

ーを活用した課題解決など、住民同士が支え合う絆の深い共助の基盤づくりを行ってま

いります。 

「参加支援事業」では、「ひきこもり」など新たな社会問題の課題解決に向けて、既存

の取組では対応できない狭間のニーズについて、就労支援や見守り、居住支援とともに、

「ひきこもり家族会」の開催や、黄色いイスを目印とした「なにもしなくていい居場所」

の設置などを行い、社会とのつながりの回復に努めてまいります。 

「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」では、コミュニティソーシャルワーカー

の配置による総合相談窓口の充実とともに、アウトリーチ活動やローラー作戦により、

支援を必要とする方々に継続的に繋がり続ける機能の構築を図ってまいります。 

「多機関協働事業」では、複雑化する社会問題の課題解決に向けて、多職種連携・官

民協働による持続的な支援体制の構築を図るととともに、困窮世帯を取り巻く支援関係

者全体を調整する機能の構築を図ってまいります。 

以上が、重層的支援体制整備事業の概要となりますが、地域共生社会の実現に向けて、

誰一人取り残さない「我が事・丸ごと」の本町ならではの先進的な取組を進めてまいり

ます。 

これらのほか、地域福祉の充実では、町内におけるフードバンクやフードドライブの

取組が広がっていることから、ＮＰＯ法人との連携により、ＳＤＧｓの推進として食品

ロスの削減を図るとともに、地域福祉の増進のため、様々な理由で食糧支援が必要とな

る生活困窮世帯等に対するフードバンク事業を展開してまいります。 
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高齢者福祉の充実では、コロナ禍によって外出の機会が減少し、フレイルのリスクも

高まっていることから、身近な地域で自身の介護予防に取り組む「筋力向上トレーニン

グ」をはじめ、「あおぞら体操」の推進や、健康相談・健康指導の充実など、高齢者が主

体的に活動に取り組めるよう、「ふれあいの居場所づくり」における多種多様な活動を積

極的に進めるとともに、民生委員の見守り活動などと連携しつつ、地域社会との「つな

がり」をしっかりと保ちながら高齢者が安心して暮らせるようサポートしてまいります。 

また、掃除や洗濯等の支援が必要な高齢者の生活の多様な困りごとの解決を図る住民

主体のボランティア活動を新たに支援し、それら「活動の輪」が、より広がるよう事業

の継続性を高めるとともに、ボランティアの生きがいの促進を図ってまいります。 

さらに、「認知症サポーター養成事業」では、団塊の世代すべてが７５歳以上となる２

０２５年までに、認知症サポーターの上級者となるオレンジサポーターによる「チーム

オレンジ」の配置が全市町村で求められており、先般、全国キャラバン・メイト連絡協

議会における２０２１年度の優良活動事例として、「チームオレンジ上飯島第１」が、「チ

ームオレンジ取組事例」部門で特別賞に輝きました。この特別賞は、認知症の人やその

家族が交流を通したメンバーによる声掛けや見守りなど、地域を歩いて回る安全確認の

ボランティア活動の取組が高く評価されたもので、このような共助の輪が広がるよう、

たくさんのサポーターを養成し、「チームオレンジ」の構築及び配置促進を図ってまいり

ます。 

障がい福祉の充実では、多岐にわたるサービスの需要が益々高まっており、特に、特

別な支援を要する子どもたちの増加が顕著となっていることから、医療的ケアの充実を

図るとともに、のびやか発達相談における心理相談員による個別相談や指導、保育所、

幼稚園等への巡回相談などにより、幼児期から疾病等の早期発見に努め、保護者の育児

不安の解消を図ることはもちろん、適切に医療や障がい福祉サービスへとつなげていく

ことにより、障がい者が、住み慣れた地域で、障がいのない人と同じように暮らし、自

立して社会に参加できる共生社会の実現を進めてまいります。 

次に、社会保障の充実では、国民健康保険及び後期高齢者医療特別会計の特定健診や

しなやか健診をはじめ、受診結果に基づいた保健指導等の取組により被保険者の健康づ

くりを推進し、特別会計それぞれの保険医療制度の安定した運営を図るとともに、中学
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校卒業までの医療費無料化をはじめとする福祉医療制度の充実により、健康の保持及び

増進を図ってまいります。 

また、介護保険特別会計では、地域包括ケアシステムの深化に向けて、介護予防に重

点を置いた多様なサービスや、協議体を中心とした生活支援の充実により、みんなで支

え合う地域の基盤づくりを推進し、介護保険料の抑制にも努めていきたいと考えており

ます。 

次に、保健予防・健康づくりでは、各種検診の受診率向上に取り組むとともに、より

多くの町民が常日頃から自らの健康に関心を持ち、主体的に生活習慣病の予防や改善、

健康増進に取り組むことで、健康寿命の延伸につなげていけるよう、健康づくり推進協

議会や食生活改善推進員協議会の活動をより活発化し、バランスの取れた食生活の実践

や定期的な各種検診の受診、フレイル予防などの普及啓発活動に取り組んでまいります。 

次に、地域医療の充実では、コロナ禍により医療提供体制も大きく変化していくこと

から、伊勢崎佐波医師会との連携により、町民誰もが安全・安心な診療が受けられるよ

う、引き続き休日及び夜間における小児医療を含む救急医療体制や、休日における歯科

診療体制を確保するとともに、看護師養成所の支援を行ってまいります。 

次に、生涯学習の推進です。地域における生涯学習活動の啓発及び推進を図るととも

に、さわやか教室をはじめとする町民各種講座の開催など、時代の要請に応じた学習機

会の提供を行ってまいります。 

加えて、新年度では、人生１００年時代を見据えた高齢者の健康づくりの推進として、

群馬県長寿社会づくり財団と連携し、音楽を楽しみながら心身の若返りと認知症予防を

図る「若返りリトミック講座」や心身ともに健康を推進する「タッピングタッチ講座」

を開催してまいります。 

また、バラボランティアの方々が育成する「ばら」の鑑賞機会の提供や、公民館利用

団体の学習成果の発表の場として、「ばらまつり」や「文化センターまつり」を開催し、

ボランティア活動の意欲向上と生涯学習活動の参加を促進するとともに、コロナ禍によ

る閉塞感から笑顔で明るい未来に向かうよう、生きがいづくりと住民主体の活動の輪を

広げていきたいと考えております。 
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次に、スポーツの振興です。町民誰もが、それぞれのライフステージに応じて、いつ

でも気軽にスポーツ・レクリエーション活動に取り組むことができるよう、スポーツ施

設における環境整備の充実のほか、町民体育祭や町民スポーツ教室などに取り組み、町

民の心身のリフレッシュと健康の保持増進を図ってまいります。 

なお、町民体育祭では、ふれあいを合い言葉に「いつでも、どこでも、みんなで」で

きるスポーツ・レクリエーションに開催方法を見直し、町民誰もが参加し、体験できる

形で、体力の向上・健康の保持増進に資する体育祭にしたいと考えております。また、

町民スポーツ教室では、これからの長寿社会を見据えた高齢者スポーツ教室や健康づく

り教室など多様なメニューで、町民の健康づくりと健康寿命の延伸につなげていきたい

と考えております。 

さらに、長寿命化改修工事が終了し、４月からリニューアルオープンする社会体育館

では、トレーニングルームの空調設備をはじめ、シャワー室を設置するなど利便性の向

上を図っておりますので、あらゆる世代のたくさんの方々が健康づくりに利用していた

だけるよう、清潔で快適な利用環境の維持継続に努めてまいります。 

次に、人権の尊重・男女共同参画の推進です。人権問題では、人権教育に関する啓発

活動の充実を図るため、「守るべきは平和と人権、無くすべきは戦争と差別」について考

える平和記念映画「いしぶみ」の上映会を行うなど、町民一人ひとりが、人権に対する

正しい知識と認識を深めていけるよう努めてまいります。 

また、男女共同参画では、「ジェンダー平等を実現しよう」というＳＤＧｓの目標に向

かって、性別に捉われることなく、女性のキャリアと子育ての両立をはじめ、ＬＧＢＴ

への差別の排除や理解を促すための社会活動など様々な課題解決に向けて、講演会の開

催や普及啓発活動に取り組んでまいります。 

 

＜ 重点目標④ 生活しやすい環境をつくる ＞ 

 続きまして、重点目標④ 『生活しやすい環境をつくる』 について、ご説明申し上げ

ます。 

まず、生活環境の充実では、スズメバチによる被害から町民生活を守るため、引き続

き、巣の駆除費用の一部を助成してまいります。また、空き家対策では、適切に管理が
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行われていない空き家の自発的な除却を促進し、景観の向上や居住環境の改善など適正

な管理を促すため、引き続き、除却費用の一部を助成してまいります。 

次に、環境保全・環境共生の推進では、環境基本計画に基づき、社会情勢や環境課題

の変化に適切に対応し、本町が目指すべき環境負荷の少ない持続可能な社会を実現する

ため、重点的に取り組む施策・ＳＤＧｓを推進してまいります。 

本町では、ＳＤＧｓの理念に基づき、非常災害時における強靭化と脱炭素化社会に向

けた取組の呼び水となるよう役場庁舎の空調設備の更新や照明のＬＥＤ化に合わせて、

環境負荷を抑制する太陽光発電及び蓄電池システム設備の導入を本年１月に完成させ

たところでございます。新年度では、家庭においても地球環境問題への理解を深め、環

境にやさしい再生可能エネルギーの導入を推進するため、太陽光発電及び蓄電池システ

ム設備の設置費の一部助成を行ってまいります。 

次に、廃棄物処理体制の充実では、循環型社会を推進するＳＤＧｓの観点から、生ゴ

ミ処理機の購入助成や古紙類の集団回収及び拠点回収を引き続き推進するとともに、古

着や雑古紙などのステーションによる回収の定着化により、資源化の促進を図るほか、

クリーンセンターの老朽化に対応するため、引き続き、長寿命化改修工事を行ってまい

ります。 

次に、河川の保全・公園緑地の充実では、誰もが安心して安全に利用できるよう適切

な公園施設の維持管理を行うほか、北部公園ではトイレの洋式化を進めるとともに、地

域における小規模な公園については、効果的な利活用を図るため、地域住民との協働管

理を継続的かつ積極的に進めてまいります。 

次に、土地利用の推進・市街地の形成です。賑わいを増す道の駅「玉村宿」では、一

般利用者の増加や大型車による普通車枠への駐車により、駐車場不足が生じていること

から、利用者の安全確保と利便性の向上を図るため、駐車場の拡張工事を２ヵ年にわた

り行ってまいります。 

また、定住人口の増加を期待して住宅団地の造成を行った文化センター周辺まちづく

り事業では、早期完売を目指し、たまむらならではの新しい街並みが形成されるよう分

譲地を購入し定住していただく世帯に引き続き５万円の定住促進奨励金を交付してま

いります。 
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さらに、新年度では、本町の知名度とブランド力を高め、活気あるまちづくりを推進

するため、町の玄関口として立地環境に優れた高崎玉村スマートＩＣ周辺地区に、観光

交流拠点となる商業施設が一体化した都市公園整備の可能性について、民間活力の導入

を見据えた調査・検討を行ってまいります。 

次に、道路網の整備充実では、東部工業団地へのアクセス道路となる町道１０３号線

道路改良事業について、国庫補助を活用し進捗を図るとともに、地域経済を下支えする

町単独事業として、老朽化した幹線道路の舗装修繕工事を積極的に推進するほか、各種

計画に基づいた道路ネットワークへの対応や地区要望等の既存道路の補修・改良、新橋

建設促進化など、道路施設全般の充実に努めてまいります。 

次に、公共交通の整備です。乗合タクシー「たまりん」では、利便性を考慮した効率

的なルートを継続的に見直すとともに、運転免許を自主返納する高齢者の増加を見据え、

通院や買い物など日常生活に必要な交通手段を確保するため、高齢者へのタクシー料金

の一部補助についても引き続き行ってまいります。 

次に、上水道の整備充実では、ＳＤＧｓの取組目標の一つである「安全な水」を将来

にわたって町内全域に届けていくことができるよう老朽管の更新等について、経済対策

も踏まえて大幅に事業費を増額して管網整備を進めるとともに、老朽化が著しく耐震強

度の面でも問題が指摘されている浄水場施設の更新については、巨額な投資が必要であ

ることから、建設費や維持管理費等を民間の資金やノウハウを活用し、従来よりも効率

的かつ効果的に公共サービスを提供できるよう、ＰＰＰ／ＰＦＩ導入の可能性について

調査・検討を行ってまいります。 

また、下水道の整備充実では、事業計画に基づいた汚水管渠築造工事を推進するとと

もに、令和８年度までの概
がい

成
せい

に向けて、令和４年度末の普及率として、９０％以上達成

を目標に積極的な整備を進めてまいります。 

 

＜ 重点目標⑤ たまむらの良さを次世代につなぐ ＞ 

 続きまして、重点目標⑤『たまむらの良さを次世代につなぐ』について、ご説明申し

上げます。 
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まず、観光による地域振興です。コロナ禍により、本年度においても様々な行事やイ

ベントが中止を余儀なくされました。大変残念な気持ちで、町民の皆様も歯がゆい思い

をたくさんしてこられたと思いますが、新年度では、知恵を絞り感染防止対策をしっか

りと行う中で、町民の皆様と行政が一体となって、地域のお祭りや町のイベントが開催

できることを信じ、やるという意気込みを持って地域の活性化が図られるよう努めてい

きたいと考えております。 

特に、たくさんの人たちで賑わう「田園夢花火・たまむら花火大会」については、未

来を担う子どもたちに笑顔を届けるとともに、コロナと闘う町民すべての皆様に明日へ

の希望と活力が届けられるよう、夏の到来を告げつつ、華やかに、そして、盛大に打ち

上げたいと思っております。加えて、産業祭やふるさとまつり、町民体育祭など、町の

４大イベントについても「賑わい」と「つながり」を大切にし、地域のお祭りを盛り立

てながら、地域の絆を深め、活気あるまちづくりを推進してまいります。 

さらに、町の知名度やブランド力を地域一丸となって進める「玉村町魅力発信機構」

の体制強化及びこの団体への事業委託により、東京圏を中心とした県内外に対する魅

力・情報発信を強化してまいります。また、マスメディアの活用や積極的なシティセー

ルスなどにより、誘客はもちろん、地元特産品の販路拡大を図ることで、交流人口等を

増加させる様々な取組を展開し、町の魅力を全国に発信し、賑わいと活力のある観光に

よるまちづくりを推進してまいります。 

次に、芸術・文化活動の推進では、引き続き文化センターにおける多彩な芸術・文化

事業を展開することにより、町民の芸術・文化に対する意識の高揚を図ってまいります。 

次に、文化財保護・地域資源の活用です。新年度では、本町の誇る玉村八幡宮をはじ

め、井田家住宅や重田家住宅、嚮義堂など町内にある歴史的建造物の保存活用について

検討する「(仮称)歴史浪漫たまむら委員会」を立ち上げ、歴史資産としての価値を一層

高めるとともに、魅力発信を強化し広くアピールすることで、町民にも観光客にもその

魅力を十分に知ってもらい、地域に根ざした文化の継承と創造的な文化活動を推進して

まいります。特に、昨年７月に寄贈された国登録有形文化財「重田家住宅」については、

適切な維持管理を行うとともに、歴史資産としてだけではなく、観光や食、健康などと

結びつけ、魅力発信できるよう検討を進めながら、一般公開を行ってまいります。 
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また、歴史資料館では、本町の歴史と文化を学習する機会の提供として、企画展や特

別展、その他ミニ企画展を開催するとともに、玉村町魅力発信機構の多様な活動により、

観光による魅力発信も益々高まってくることから、玉村ふるさとわくわくスタンプラリ

ーを実施するなど歩調を合わせ、郷土芸能を盛り立ててまいります。 

 

＜ 重点目標⑥ 笑顔と活気ある地域をつくり、つなげる ＞ 

 続きまして、重点目標⑥『笑顔と活気ある地域をつくり、つなげる』について、ご説

明申し上げます。 

まず、農業の振興では、担い手確保が課題となる中、「たまむら農業塾」などの取組に

より、若者や定年退職者等に対して、農業に意欲のある人材への支援を行うとともに、

意欲のある農業者や法人等への支援と育成を図るため、水田農家や園芸農家の農業用施

設や機械類の導入費用を助成してまいります。 

畜産振興では、地元特産品である肉用牛の生産基盤を確立し、和牛産地としての持続

的な発展や輸出拡大による地域の活性化を図るとともに、「優良素畜
もとちく

」の導入や「畜産ヘ

ルパー」の利用支援など畜産農家の経営効率化に向けた取組を引き続き支援し、生産者

と連携した人づくりを推進することで、品質向上と規模拡大を目指してまいります。 

また、ＣＳＦ感染が依然として県内外で発生している状況にあることから、引き続き、

消毒薬の配布やワクチン接種費用の一部助成などにより、畜産農業の振興を図ってまい

ります。 

農業用施設の整備推進では、安定した農業用水の確保として、上茂木・下茂木地区の

用水路改修工事を実施するほか、本町の水田地帯へ農業用水を供給するかんがい施設の

坂東大堰については、老朽化に伴う第２期改修工事が進められることから、令和１２年

度の完成に向けて、関係５市町村の負担により、水田農業の振興に努めてまいります。 

次に、商工業の振興です。「賑わいを創出する未来への投資」として、現在、整備を進

めている高崎玉村スマートＩＣ北地区工業団地では、造成工事が本格化するため、群馬

県企業局及び伊勢崎土木事務所との連携を図りながら、周辺道路やアクセス道路の整備、

配水管布設工事等を進めてまいります。 
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また、引き続き企業立地促進奨励金制度により、町内に新たに事業所を整備する企業

を支援するとともに、町内での創業を支援するための創業者融資事業など各種制度融資

により、地域経済の活性化と雇用拡大に努めてまいります。 

さらに、人口減少が急速に進む中、本町が将来にわたって持続的に発展していけるよ

う、雇用の創出、産業振興、税収増等を図るため、新たな産業団地構想として、候補地

の調査・検討を行ってまいります。 

次に、消費生活相談体制の充実では、町民の皆様が安全に安心して暮らせる地域社会

を目指して、困ったときの苦情や相談の総合窓口として定着している消費生活センター

の相談支援体制をオンライン端末の導入などによりさらなる充実を図るとともに、地域

との連携を深めながら、高齢者等を狙った悪質な振り込め詐欺など、被害防止のための

啓発活動や生活に関する情報提供を積極的に行ってまいります。 

次に、住民自治・協働・交流によるまちづくりの推進です。まず、住民活動サポート

センター「ぱる」を中心に、住民主体のまちづくり活動やボランティア活動をはじめ、

様々な文化活動が図られるよう、ＮＰＯ法人やボランティア団体など町民活動団体への

支援を引き続き行ってまいります。 

また、友好交流都市との交流については、文化、教育、経済など幅広い分野で連携を

深め、相互交流を通した友好関係をさらに発展させてまいります。一方、大学連携は、

本町が進めている「生涯活躍のまち構想」において「核」となる施策と位置付けており

ますので、教育や健康づくり、スポーツなど、まちづくり全般にわたり、大学との連携

協力を積極的に行い、学生が活躍できる環境の整備充実を図ってまいります。 

さらに、企業との連携についても、災害時の応援協定や地域における包括連携協定な

ど、多種多様な分野で連携することにより、地域力の底上げを図ってまいります。 

次に、多文化共生・国際化の推進です。人口減少に歯止めがかからず労働力不足が深

刻化する中、外国人材の労働力は、今や日本の経済発展に欠かせない存在となっており

ます。本町においても、外国人の数は、３０ヵ国以上で千人を超え、今後も言語や文化、

習慣が異なる多様な外国人の就業、定住化が進むと予想されますので、国際交流協会と

の連携を深めながら、外国人の抱える問題や相談ニーズに適切に対応し、心通い合う「多

文化共生社会の実現」に向けた取組を推進してまいります。 



22 

 

次に、行政改革の推進です。まず、人材育成では、コロナ禍で町民の暮らしや価値観

が変化し、行政ニーズも複雑化・多様化していることから、持続可能な行政サービスの

提供体制を構築するためには、限られた人材を最大限に活かし、課題解決に取り組んで

いくことが必要です。そのため、新たな行政課題に果敢に挑戦し、対応できる人材育成

を図ってまいります。また、行政組織の見直しでは、これからの行政課題を見据え、増

大する行政ニーズへ対応できる組織体制を構築するため、より機動的、弾力的な行政運

営が可能となるよう適宜見直しを図ってまいります。 

さらに、コロナ禍で浮き彫りとなった国内でのデジタル化の遅れに対し、新しい働き

方や価値観に合わせたデジタル化を図る取組として、オンラインを通じた申請手続、相

談、キャッシュレス決済など、来庁せずに行政手続が可能となる環境整備を進めるとと

もに、職員の働き方改革を進めるためにも、デジタル化・オンライン化の推進等により、

生産性・効率性を高めた手法へと改善を図るデジタル・ガバメントを推進してまいりま

す。なお、新年度では、文化センター及び社会体育館に施設予約システムを導入し、利

用者の利便性の向上を図ってまいります。 

次に、健全な財政運営です。まず、歳入の確保につきましては、収納率の向上はもと

より、新たな増収対策について、あらゆる可能性を模索するとともに、企業誘致や定住

促進による伸張性の高い税財源の確保を図ってまいります。一方、税外収入として期待

される「ふるさと納税奨励事業」では、魅力ある返礼品の提供により、本年度は１億円

を超える見通しとなっており、多くの寄附応援者の獲得につながっております。新年度

では、このふるさと納税を活用した地域資源のＰＲ及び地域の活性化につなげるため、

返礼品の開発や情報発信強化、規模拡大による普及促進などに果敢に取り組む事業者を

支援してまいります。 

また、簡素で効率的な行財政運営の確立、町民と行政の役割分担の明確化、費用対効

果を考慮した事業の見直し、従来の枠組みを超えた聖域なき歳出改革など、財政健全化

の取組推進により、健全で持続可能な財政運営に努めてまいります。 

 

＜ 地方創生・総合戦略 ＞ 

 最後に、「地方創生・総合戦略」の取組について、ご説明申し上げます。 
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コロナ禍で地方移住のニーズが高まっていることを契機として捉え、「第２期まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に位置付けられた施策を強化し、地方創生の深化に向けた切

れ目のない取組として、本町の誇る歴史・観光資源や恵まれた立地条件などの魅力を最

大限活かした潜在的な成長力をさらに掘り起こし、地域産業の振興や若い世代の定住促

進等を図りながら、「成長戦略」として、たまむらならではの地方創生を推進してまいり

ます。 

また、デジタル社会の実現やＳＤＧｓ達成に向けた取組、外国人材の受け入れや多文

化共生社会の実現、そして、本町の重点施策の一つである、安心して子どもを産み育て

られる環境づくりなど、社会変化を見据えた地方創生を力強く推し進める戦略的な取組

を推進してまいります。 

特に、人口減少対策では、本町の子育て支援に対する魅力を高めていくことにより、

子育て世代を町に呼び込み、定住化を促進させる取組のほか、潜在的な成長力の掘り起

こしとして、東京圏及び県内外へ向けた情報発信や、地元特産品の販売戦略などについ

ては、「玉村町魅力発信機構」を中心に、賑わいを創出する地域振興の総合的なプロデュ

ースを担っていただくとともに、国登録有形文化財「重田家住宅」については、観光資

源としての活用による魅力発信の強化など、交流人口や関係人口の増加を図ってまいり

ます。 

また、アフターコロナを見据え、東京圏等を発着としたバスツアーや個人の来訪者な

ど、町内の魅力スポットを現地ガイドできる団体を育成し、来訪者の受入体制の構築を

行うとともに、今後、増えることが想定される外国人に対応したインバウンド施策にも

少しずつ取り組み、国籍を問わず、「おもてなしサービス」の充実を図ってまいります。 

加えて、「移住支援事業」では、東京２３区から本町に移住し、県内で起業又は県マッ

チングサイトにより就業した方のみならず、コロナ禍に伴いテレワーク移住した方や文

化センター周辺地区の分譲地にＵターン移住した方なども移住支援金の対象として拡

充してまいります。 

さらに、少子化対策では、「結婚新生活支援事業」として、経済的理由により結婚を足

踏みするカップルを対象に、結婚に伴う新生活に係る新居の家賃や引越費用等について、

支援を行ってまいります。 
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これらのほか、「生涯活躍のまち」基本構想及び実施計画の実現に向けた取組として、

地域おこし協力隊の活用や大学連携、移住定住促進、地元特産品のＰＲ活動、多世代共

生の生涯活躍のまち実現など、地方創生の深化に向けて切れ目のない取組を推進してま

いります。 

以上が、令和４年度の主な施策の内容となります。 

 

３ 結びにあたって 

以上、令和４年度の町政運営について、私の所信の一端を申し述べました。 

今なお続く、新型コロナウイルス感染症との闘いは、世界中の人々の暮らしや価値観、

働き方などを一変させました。この影響は、コロナ収束後の社会を見据えても、長期に

わたって続くことが予想されます。 

私たちは、過去の歴史から、様々な苦難を乗り越えるための教訓を学び、それを活か

しながら、次の世代に着実に伝えていく大きな責務を負っているものと思っております。 

コロナ禍により、日々、変わりゆく暮らしの中で、私たちは、この難局に立ち向かい、

逆境を成長の糧とすることで、ピンチをチャンスに変えて、新しい未来を切り拓いてい

かなければなりません。 

令和４年度は、その出発点として、決意を新たに、これまでの歩みを止めることなく、

まちの目指す将来像「暮らすなら、ここがいい。」の実現に向けて邁進してまいります。 

その実現のためにも、まちづくりの基本は「人」であり、人づくりこそが、「まちづく

り」の 礎
いしずえ

となることを改めて心に刻み、本町で暮らす「人と人」が、「地域の絆」をつ

なぎ、「人と人とのつながり」が、「地域で支え合うまちをつくる」という強い思いに基

づき、私の目指す「新しい未来に希望をつなぐ町づくり」を推進してまいります。 

そして、まちの宝であるすべての子どもたちが、質の高い教育を享受し、笑顔を絶や

すことなく、我がまち「たまむら」への愛着と誇りを育むとともに、未来を担う子ども

たちが大人になってからも「ふるさとたまむらで働きながら暮らし、住み続けたいと思

えるまち」の実現を目指して、誰一人取り残さない持続可能で魅力あるまちづくりに向

けた町政運営に、不退転の決意で全身全霊を尽くしていく所存であります。 
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最後になりますが、町民の皆様並びに議員各位におかれましては、どうか、より一層

のご理解とご協力、そして、ご支援を賜りますよう心からお願いを申し上げるとともに、

本定例会にご提案申し上げております令和４年度予算案をはじめ、各種案件につきまし

ては、十分ご審議の上、ご議決いただきますよう重ねてお願い申し上げ、私の施政方針

といたします。 

 

令和 ４年 ３月 １日 

 

 

玉村町長  石 川 眞 男 


