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はじめに 

ご承知のとおり、私は、１月２８日の市長選挙にお

きまして、多くの市民の皆様から信頼とご期待をいた

だき、市政運営の重責を担うこととなりました。 

 

市職員として、また短い期間ではございましたが副

市長として、何度となくこの場に立たせていただきま

したが、本日改めてこの場に立ち、その課せられた使

命と職責の重さに身の引き締まる思いでございます。 

 

本日は、私にとりまして、市長として臨む初めての

定例市議会でございます。 

 

私の所信の一端を申し上げるとともに、平成３０年

度予算案の編成における基本的方針と、概要をご説明

申し上げ、議員の皆様、市民の皆様のより一層のご理

解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

基本姿勢について 

 私は、市職員として３８年余、また、短い期間では

ございましたが、副市長として、都合、３９年の長き

にわたり、私なりに地域に貢献したい一心で市政発展

のため、精一杯、力を尽くしてまいりました。 

 

現在も、この思いは誰にも負けていないと、気持ち

を新たにしたところであります。 
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さて、１月２９日に初めて市長として登庁した際、

市役所の職員に対して、「現場主義」と「対話重視」

を、市政運営における基本姿勢として訓示を行いまし

た。 

 

私は、このたびの選挙を通じて、市内を隅々までま

わり、大勢の方々と出会い、そして様々なご意見を伺

うという貴重な体験をさせていただきました。 

 

現場におもむき、自分の目で見て、耳で聞いて、話

をして、そして考えることの大切さを、改めて認識い

たしました。 

 

考え方や立場の違いを踏まえ、また個々の意思を尊

重した上で、課題解決のために市民の皆様や議会、そ

して職員と「丁寧な対話」を重ねるとともに、スピー

ド感を重視すべきときは、「スピード感」をもって決

断することで、メリハリのある市政運営に取り組んで

まいります。 

 

そのためには、誰もがわかりやすい市政情報の発信

を進めるとともに、来年度から着手する第６次総合計

画の策定などにおいては、市民の皆様に積極的にご参

加いただけるよう取り組み、より一層の市民参加を進

めてまいります。 
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基本方針について 

次に、市政運営に対する経営理念を申し上げます。

私は、これからの４年間、市政をお預かりしていく  

上での経営理念は、「夢と誇りある美濃加茂 堂々 美

濃加茂」といたしました。 

 

「今まで」を築いていただいた先輩や、いつも隣で

しっかりと支えてくれる愛すべき人たちに感謝できる

まちを、そして、「今」をしっかり見つめ、自分たち

の価値を認め合い、愛が溢れるまちを、そして１００

年先の素晴らしい将来をめざして「今から」のまちを

つくってまいります。 

 

そのために、大切にしたい三つのことがあります。  

 

まず、一つ目は、「感謝」です。 

いつも、「ありがとう」と感謝の気持ちを持ち、そ

れを伝え、みんなで一緒に前に進みます。 

 

二つ目は、「誇り」です。 

自分が住むまち「美濃加茂」に誇りを持ち、それを

世界に向かって大声で発信してまいります。 

 

三つ目は、「持続」です。 

「孫子の代まで住み続けられる」まちを目指し、「今

まで」を大切にし、「今」を活かし、「今から」をつ

くってまいります。 
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私は、この三つのことを大切に、市民の皆様と、堂

々と胸をはって美濃加茂と伝えられるまちづくりを進

めてまいります。 

 

重要課題について 

次に、本市の重要課題について申し上げます。 

近年、私たちを取り巻く社会情勢は大変厳しく、人

口減少、超高齢化社会の到来、国際化、高度情報化な

ど地方都市においては課題が山積しています。  

 

このような状況の中、現状認識として本市が直面し

ている重要課題を、大きく二つ申し上げます。 

 

一つ目は、少子高齢化社会への対応です。 

我が国の総人口は、２００８年の約１億２，８００

万人をピークに、その後は減少に転じるなど、本格的

な少子高齢化、人口減少社会の到来を迎えようとして

います。 

 

本市の人口ビジョンおいても、２０４０年頃までは、

人口の増加が予測されますが、その後は、少子高齢化

がゆるやかに進行し、人口も減少していく見込みです。 

 

 二つ目は、老朽化したインフラ整備への取り組みで

す。 

本市は、昭和２９年に市制施行以来、小中学校や交

流センターなどの公共施設、道路、上下水道など都市 
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基盤整備に早くから着手し、まちの利便性を高めてき

たことで人口は増加し、発展してまいりました。 

  

 一方で、現在は、それらの施設が老朽化し、更新の

時期を迎えようとしています。施設の老朽化対策は、

安全・安心や、防災の面でも必要不可欠なものです。 

 

 このように、少子高齢化社会への対応、そして公共

施設や都市インフラの更新は、今後の市政運営にとっ

て大変重要な課題であり、５０年先、１００年先の将

来を見据えた施策を、計画的に進めてまいります。 

 

経済動向と国の予算について 

次に、国の経済動向と平成３０年度予算について申

し上げます。 

 

我が国の経済動向をみると、これまでの施策の推進

により、雇用・所得環境が改善しつつあり、緩やかな

回復基調が続いています。 

 

政府は、引き続き、「経済再生なくして財政健全化

なし」を基本とし、戦後最大の名目ＧＤＰ６００兆円

経済の実現に向け、「生産性革命」と「人づくり革命」

を車の両輪として、少子高齢化という最大の壁に立ち

向かうとしています。 
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来年度の国の一般会計予算案は、９７兆７，１２８

億円と過去最大規模となる中、これまでの歳出改革の

取組を強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、

無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点

化するなど「経済再生」と「財政健全化」を両立する

予算としています。 

 

また、地方財政については、地方財政計画の規模は

前年度比０．３％増の約８６兆９，０００億円となる

など、地方団体が、働き方改革や人材投資、子ども・

子育て支援などに適切に対応するとともに、地域の実

情に応じ、自主性・主体性を最大限発揮して地方創生

を推進することができるよう、安定的な税財政基盤を

確保するとしています。 

 

本市においては、こうした国政の状況を注視しなが

らも、直面する課題への対応など、市民の皆様が、安

全・安心で豊かな生活が送れるように、財政規律を堅

持しつつ、将来の投資に必要な予算をしっかりと確保

してまいります。 

 

本市予算案の概要について 

それでは、本市の平成３０年度予算案の概要を申し

上げます。 

 

先ほどもお話ししたとおり、これからの４年間、市

政をお預かりしていく上での経営理念は、「夢と誇り
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ある美濃加茂 堂々 美濃加茂」であります。 

 

この経営理念の実現に向け、平成３０年度の予算案

は、「活力」、「安心」、「教育」、「交流」の４つ

を重点項目に掲げました。 

 

藤井前市長が４年半、市民の皆様や議員の皆様とと

もに畑を耕し、種をまき、花を咲かせ、大切に育てて

きたものを収穫し、そこに新たな種をまき育ててまい

ります。 

 

私は、これからの４年間、職員の先頭に立ち、チー

ム美濃加茂として、市民の皆様のために自治体運営を

全力で行ってまいります。 

 

それでは、まず一般会計の歳入について、ご説明申

し上げます。 

 

市税総額については、前年度比較で、１．４％減の

８１億３００万円を計上しました。 

 

その中で、主なものについて申し上げます。  

まず、個人市民税は、平成２９年度の収入見込額な

どから、２７億４，７００万円としました。  

 

着実な景気回復や所得環境の改善が続くとの見通し

から、前年度と同額を計上しています。 
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また、法人市民税は、平成２９年度の収入見込額な

どから、７億８，９００万円としました。 

企業の好業績を反映して、昨年度と同等程度の法人

税割額を見込んでいます。 

 

次に、固定資産税については、土地は、地価が下落

傾向にあることから、前年度比較で０．４％減の１１

億３，３００万円、家屋は、評価替えの影響により前

年度比較で５．６％減の１６億４，８００万円としま

した。 

 

一方、償却資産については、好調な企業業績を背景

とし、設備投資が促進されたことから、前年度比較で

１．９％増の６億４，６００万円としました。  

 

従いまして、固定資産税全体では、前年度比較で２．

４％減の３４億６，７００万円としました。  

 

 次に、軽自動車税は、軽四輪乗用車が増加傾向にあ

ることなどから、前年度比較で４．２％増の１億４，

８８８万円としました。 

 

また、市たばこ税は、税制改正に伴い、平成３０年

１０月から１本１円の増税となりますが、売上本数が

減少傾向であることを見込み、前年度比較で２．１％

減の３億８，２００万２千円としました。 
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最後に、都市計画税は、固定資産税の評価替えなど

の影響により、前年度比較で３．１％減の５億６，３

５０万円としました。 

 

 なお、市税総額が歳入全体に占める割合は、４０．

２％となります。 

 

 次に、地方交付税は、国の地方財政計画において、 

出口ベースで、約１６兆８５億円、前年度比較で２．

０％の減少となりました。 

 

 その中で、基準財政需要額は、引き続き、まち・ひ

と・しごと創生事業や、公共施設などの老朽化対策事

業に取り組むための経費を確保するとされていること

から、基準財政需要額全体としては、前年度と同等程

度と見込んでいます。 

 

 一方、固定資産税の評価替えの影響などから、歳入

の中心となる市税が減収することで、基準財政収入額

の減額が予測されます。 

 

従いまして、普通交付税は、前年度より７，０００

万円の増額を見込んでおり、地方交付税全体として、

１９億２，０００万円を計上しました。 

 

次に、国庫支出金は、自立支援給付費負担金や社会

資本整備総合交付金などの増加により、１億９，９５
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１万１千円増額の２４億３７７万４千円としました。 

 

県支出金は、扶助費などの増加に伴う民生費県負担

金の増加などにより、１億４，８１８万円増額の１３

億４，４３９万３千円としました。 

 

 繰入金は、財政調整基金から７億円、減債基金から

２億円、ふるさと納税基金から４億円を繰入れるなど、

総額で前年度と比較して、５，０９７万５千円減額の

１３億２７１万３千円を計上しました。 

 

 市債は、加茂川総合内水対策事業や西体育館整備事

業など、大型の適債事業の増加に伴い、総額で前年度

と比較して、１億４，４８０万円増額の１２億１，１

４０万円を計上しました。 

 

そのうち、臨時財政対策債は、前年度と同額の６億

９，０００万円を見込んでいます。 

 

次に、歳出につきましては、後ほど、主要事業につ

いてご説明申し上げますが、これまで国の取組と基調

を合わせて歳出の重点化・効率化に取り組んでまいり

ました。 

 

また、平成２７年度からスタートした第５次総合計

画－後期基本計画については、平成３０年度は４年目

となり計画の終盤を迎えます。 
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これまでに何ができて、何ができなかったのか、そ

の内容を踏まえて、計画の実現に全力を尽くしてまい

ります。 

 

このような中、将来を見据えた施策を着実に進めて

いくため、平成３０年度は、国庫支出金などの補助金

をはじめ、ふるさと納税による寄附金を最大限活用さ

せていただくなど、過去最大規模を更新する予算案と

しました。 

 

 それでは、予算規模を申し上げます。 

 

 一般会計は、対前年度比２．１％増の 

 ２０１億８，０００万円、 

 

 特別会計は、対前年度比１１．６％減の 

 ９７億４，２１４万３千円、 

 

 企業会計は、対前年度比３．３％増の 

 ６３億９，２６６万８千円であります。 

 

基本政策（４つの重点項目）について 

 次に、一般会計の主要事業について、重点項目に基

づいた事業を説明いたします。 

 

第１点目は「活力」です。 

いきいきと活躍できるまちづくりのため、市民活動
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の活性化、農業の振興、有害鳥獣捕獲対策、里山の活

用、商工業の振興などを推進します。 

 

まず、市民活動の活性化では、まち・ひと・しごと

創生総合戦略Ｃａｍｉｎｈｏを効果的に推進するた

め、市民委員による提案事業を実施するとともに、女

性の就労支援など、多くの市民の皆様が気軽に立ち寄

れる場所として、女性活躍支援センターを設置し、女

性のキャリアアップを応援します。 

 

農業の振興では、市内の農業等の育成と活性化を図

ることを目的に、県補助事業として実施している「元

気な農業産地構造改革支援事業」について、来年度か

ら県補助金に加え、市単独補助金を上乗せすることで、

新規就農者の支援を拡充します。 

 

「有害鳥獣捕獲対策事業」では、引き続き、被害の

軽減を図り、農家の営農意欲を高めるため、農業者や

自治会など地域団体が実施する有害鳥獣駆除に対して

補助金を交付します。 

 

また、猟友会へ委託している有害鳥獣パトロールに

ついては、来年度からパトロールエリアを拡大すると

ともに、引き続き、ドローンによる被害軽減のための

実証実験を行うことで、農産物への被害防止を図りま

す。 
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「里山活用事業」では、里山千年構想に基づき、持

続可能な里山づくりを行うため、自治会などの地域団

体が実施する里山保全活動などに対する補助制度とし

て、里山千年構想推進補助金を創設するなど、里山活

用、里山整備を柱とした事業を行います。 

 

また、「里山整備事業」では、不用木の除去や緩衝

帯整備、竹木伐採整備などに対する里山林整備補助事

業の拡充を図ります。 

 

 商工業の振興では、積極的な産業の振興と雇用の拡

大を図るため「企業工業振興事業」として各種の奨励

措置を継続することで、商工業の振興を図ります。 

 

また、中山道や市内商店街の活性化を図るため、引

き続き、「姫Ｂｉｚ戦略事業」を行うとともに、「中

山道観光推進事業」を拡充することで、観光誘客の促

進と地域産業の活性化を目指します。 

 

次に、「都市計画事務」では、人口減少や少子高齢 

化社会の進展が見込まれる中、豊かな暮らしの実現と

持続可能な都市経営を図るため、居住機能や福祉、医

療、商業等の都市機能をゆるやかに誘導し、公共交通

を活かしたコンパクトな都市構造へと転換していくた

めの包括的なマスタープランとして、立地適正化計画

を策定します。 
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第２点目は「安心」です。 

健康で安心して暮らせるまちづくりのため、防災・

防犯対策や公共施設の耐震化、子育て環境の充実、健

康づくりなどに取り組みます。 

 

まず、防災・防犯については、「防犯カメラ設置事

業」を拡充するなど、警察と連携して、安全で安心な

まちづくりに取り組むとともに、既存建築物の地震に

対する安全性の向上を図るため、「建築物耐震化促進

事業」を行うなど、地震に強いまちづくりを推進しま

す。 

 

「災害時情報伝達体制確立事業」では、引き続き、

希望する満７５歳以上の高齢者世帯を対象に、防災ラ

ジオを貸与することで、防災情報の伝達手段の多様化

に取り組みます。 

 

また、災害時に避難者が情報収集できるよう、避難

所である交流センターや小中学校のＷｉ－Ｆｉ環境を

順次整備していきます。 

 

 公共施設の耐震化等については、「文化会館施設管

理事業」では、市民の皆様が、安心して快適に文化会

館を利用できるよう、ホール棟を中心に耐震補強等を

目的とした、改修工事のための設計業務を行います。 

 

 また、市役所は、市民サービスや防災拠点、そして
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交流拠点となる重要な施設ですが、昭和３６年に建設

された本庁舎については、耐震改修を行っているため、

大災害発生時に倒壊の可能性は低いものの、市役所の

機能を維持することは困難な状況となっています。 

 

そのため、来年度から２カ年の継続事業として、新

庁舎整備基本計画を策定し、これからのまちづくりを

皆さんとともに考えてまいります。 

 

次に、子育て環境の充実では、これまで直営で実施

しておりました「ファミリーサポートセンター事業」

について、来年度から民間事業者へ委託することで、

サービスの向上を図るなど、事業を拡充します。 

 

「放課後児童健全育成事業」については、現在、市

内１０教室を開設していますが、そのうち山手小学校

区放課後児童クラブの定員を４月から３０人増とし、

事業を拡充します。 

 

また、地域住民の皆様の協力をいただきながら、児

童の居場所づくりを実現する地域連携モデル事業を拡

充することで、待機児童の解消に努めます。 

 

健康づくりでは、増加している大腸がん対策として、

大腸がん検診の自己負担金を無料化することで、受診

率の向上を図ります。 
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また、白血病等の血液疾患の患者に対して、骨髄等

の提供者（ドナー）と提供者の従事する事業所の経済

的負担等の軽減を図るため、新たに骨髄移植ドナー助

成金を交付します。 

 

第３点目は「教育」です。 

未来を担う、心豊かでたくましい子どもたちを育て

るため、Ｆｒｏｍ０歳プランを展開し、情報教育や教

育関連施設の整備、青少年教育などを推進します。 

 

まず、Ｆｒｏｍ-０歳プランに掲げる授業改革を推進

するため、「情報教育推進事業」では、小中学校のタ

ブレット端末を更新するとともに、電子黒板について

は、拡充して配置します。 

教育のＩＴ化に向けた環境を整備することで、児童

生徒の情報活用能力の向上や校務の効率化を図りま

す。 

 

特に、「小規模特認校制度推進事業」では、伊深小

学校と三和小学校の生徒一人ひとりに、一台のタブレ

ット端末を貸与し、大学などとも連携した授業を行う

など、情報教育推進モデル校としてＩＣＴ教育を推進

します。 

 

また、様々な学びの機会を提供するため、幅広い知

識や経験を持つスポーツ選手などによる夢の教室を拡

充します。 
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夢を持つことや、その夢に向かって努力することの

大切さを、夢先生の体験談を通じて学ぶことで、子ど

もたちが将来について考えるきっかけになればと考え

ています。 

 

次に、教育施設の整備については、公共施設の約４

割を占める学校教育施設は、昭和４０年代から５０年

代に建設された施設が多く、今後一斉に改修、更新の

時期を迎え、多額の整備費用が必要になると予測され

ます。 

このような状況の中、これまでの保全の方針を見直

し、さらに建物の長寿命化を図ることで、更新費用を

含めた維持管理コストの削減や、事業費の平準化など、

教育環境の維持・向上を目的に、２カ年の継続事業と

して学校施設長寿命化計画を策定し、中長期的な老朽

化対策に取り組みます。 

 

外国人初期適応指導教室、通称のぞみ教室について

は、今年度、用地測量と設計業務を行いましたので、

来年度は、１２月の完成を目指して建設を進めます。 

 

また、生活様式の変化に伴い、洋式トイレを利用す

る児童が増加している状況をふまえ、災害時にも対応

できる多目的トイレを、太田小学校に設置します。 

 

青少年教育については、「若者委員会事業」や「地

域活性化スクール事業」を拡充します。 
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故郷への関心を高め、まちづくりへの提案や地域に

貢献できる若者を増やしていくことで、将来の美濃加

茂市を担う人材を育成します。 

 

４点目は「交流」です。 

人と人との連携によるまちづくりのため、地域交流、

地域振興活動や地方創生などを推進します。 

 

まず、「かわまちづくり整備事業」については、自

然体験や健康増進をテーマに、人と人、人と自然が交

わる多世代多文化交流拠点として、自然体験学習館や

バーベキュー施設の整備を進めてまいりました。 

 

いよいよ４月に、中之島公園がオープンし、指定管

理者制度を活用して、民間事業者のノウハウを生かし

たサービスや、創意工夫した新たなプログラムの提供

などを行ってまいります。 

 

また、みのかも健康の森は、多くの市民の皆様に、

憩いの場として利用されていますが、管理棟をはじめ

とした施設が老朽化していることから、今後も施設を

快適に利用していただけるよう、多目的トイレや管理

棟の改修を行います。 

 

西体育館（太田西公園）についても、スポーツを通

じたまちづくりの拠点として、また、災害時には、第

２次避難施設として、整備を進めてまいりましたが、
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平成３１年３月の完成を目指して建設を進めます。 

 

「前平・東総合運動場事業」では、老朽化している

前平テニスコート場の照明設備について、照明をＬＥ

Ｄ化するとともに、点灯パターンを変更することで、

快適にスポーツを楽しんでいただける環境を整備しま

す。 

また、休止している市民プールは、来年度、撤去工

事を行い、跡地の活用については、民間活力導入検討

用地として位置づけ、民間主導による効率的・効果的

な公園整備を検討します。 

 

次に、地域における魅力の発見と、交流を促進する

事業である旧伊深村役場庁舎の改修については、創建

当時の外観の復元を行いながら、整備を進めてまいり

ましたが、来年度、カフェスペースを併設した地域交

流と賑わいの拠点施設として新たに生まれ変わりま

す。 

 

また、「移住定住促進事業」では、本市の空き家等

対策計画に基づく、空き家バンクの運営を行いながら、

空き家の解消と有効活用を行うことで、定住促進と地

域の活性化を図るなど、地方創生施策を促進します。 

 

第５次総合計画に沿った事業について 

次に、第５次総合計画の共通目標と基本目標に沿っ

て、各政策における主な施策・事業をご説明します。 
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まず、共通目標 みんなの「まる」に関する施策で

す。 

 はじめに、政策１・みんなで力を合わせられる環境

をつくることに関しては、 

 

 「広聴推進事業」を推し進め、積極的な広聴活動や

情報分析等を踏まえた、より効果的な政策を展開する

とともに、「シティプロモーション事業」では、引き

続き、本市の魅力を効果的に発信し、戦略的な広報事

業を行います。 

 

政策２・個性を活かし、まちを愛して行動できる市

民を育むことに関しては、 

 

 牧野ふれあい広場や西体育館などのスポーツ施設

や、東図書館などの環境整備を進めることで、スポー

ツや生涯学習を通じた、健康づくりやまちづくりを行

います。 

 

 政策３・地域がいきいきと活動できるしくみをつく 

ることに関しては、 

 

自治会活動の環境整備を促進するため、「自治コミ

ュニティ施設整備建設補助事業」の拡充を図るととも

に、伊深交流センターの建設に向け、整備計画等の策

定を進めます。 
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また、地域住民が自発的に行うまちづくり活動に対

して、引き続き、積極的な支援を行います。 

 

次に、基本目標１ 元気の「まる」に関する施策で

す。  

 政策１・新たな「美濃加茂ブランド」を創造するこ

とに関しては、 

 

 「ふるさと納税推進事業」や「地域活性化支援事業」

とも連携し、引き続き、堂上蜂屋柿をはじめとした、

特産品のブランド力向上と、そのＰＲを積極的に行い

ます。 

 

 政策２・商工業活動が活発になる環境をつくること

に関しては、 

 

 「姫Ｂｉｚ戦略事業」の他、中小企業者や勤労者な

どの支援を継続するとともに、企業誘致奨励金の活用

による工業振興や雇用の拡大を図ります。 

 

政策３・賑わいのある「まちなか」を再生すること

に関しては、 

 

市商店街連合会等との連携を強化し、商業の活性化

を図ります。 
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また、美濃太田駅周辺地区の歩道整備により、視覚

障がい者のための誘導用ブロックを設置するなど、中

心市街地のバリアフリー化を進めます。 

 

政策４・農業と地元産の農作物の魅力を高めること

に関しては、 

 

「農業次世代人材投資事業」などを行うことで、農

業の担い手づくりを推進するとともに、「有害鳥獣捕

獲対策事業」を継続することで、農作物の鳥獣被害の

防止に取り組みます。 

 

政策５・もてなしの心を育み、交流人口を増やすこ

とに関しては、 

 

「市内観光推進事業」として、本市の代表的なイベ

ントである、おん祭みのかもの開催や、積極的な観光

情報の発信を行います。 

また、「中山道観光推進事業」により、中山道太田

宿の景観を保全します。 

 

次に、基本目標２ 笑顔の「まる」に関する施策で

す。 

 政策１・地域ぐるみで安全な環境をつくることに関

しては、 
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 「地域防災力強化事業」として、自主防災組織など

が行う、防災訓練や防災施設の整備を支援するととも

に、「災害対策事業」や「消防団活動事業」により、

災害への対応や、消防団活動に対する意識の醸成を図

ります。 

 

また、福祉避難所に対する取組として、福祉避難所

用倉庫を設置し、一般の避難所では生活することが困

難な要配慮者が、一定期間滞在するために必要な介護

用品などを備蓄します。 

 

「交通安全対策事業」では、引き続き、満６５歳以

上の方を対象に、衝突被害軽減ブレーキなどを搭載し

た新車の購入費用の一部補助を継続します。 

 

政策２・だれもが健康でいられるようにすることに

関しては、 

 

 「がん検診事業」や「かかりつけ医健診事業」など

により、予防医療の充実を図ります。 

 

また、高齢者が、地域において安全に、かつ、安心

した生活を送るための見守り事業や「健寿会活動事業」

などにより、生きがいを持てる生活を支援します。 

 

 政策３・支援が必要な人を、みんなで見守り、支え

られるようにすることに関しては、 
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 障がい者の自立支援について、介護給付費、訓練等

給付費などを拡充するとともに、「地域生活支援事業」

など、各種障がい福祉サービスを行います。 

 

 また、「生活困窮者自立支援事業」として、生活保

護に至る前の段階で自立支援策の強化を図るため、就

労準備支援など、生活困窮者への支援を行います。 

 

次に、基本目標３ 仲良くの「まる」に関する施策

です。 

 政策１・未来を担う、心豊かでたくましい子どもを

育むことに関しては、 

 

「里山活用事業」で整備した森林において、引き続

き、自然体験を通じた教育の場を提供し、子どもたち

が自然環境を大切にする心を育むことを目的とした、

森のようちえん事業を行います。 

 

「未来の人材育成事業」では、アジアの国々へ若者

を派遣することで、グローバルな視点から美濃加茂市

を捉え、将来の美濃加茂市を担う人材を育成します。 

 

政策２・国籍や文化の違いに関係なく、共に暮らせ

るまちをつくることに関しては、 

 

 「多文化共生推進事業」を継続するとともに、外国

人の児童生徒に対する学習支援や就学支援を行うこと
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で、外国人市民の定住環境を整備します。 

 

政策３・文化芸術活動を活発にすることに関して

は、 

文化・芸術や生涯学習の振興を目的として、拠点と

なる文化会館、みのかも文化の森などにおいて、文化

・芸術・芸能事業や、市民主体の先人顕彰事業など、

各分野の本物に触れ、本物から学ぶ事業を行います。 

 

政策４・便利に移動できるしくみをつくることに関

しては、 

 

今年度から、新しく運行している あい愛バスについ

ては、より多くの市民の皆様に利用していただけるよ

う、引き続き、現況の検証や見直しを行い公共交通全

体の利便性を高めます。 

 

また、長良川鉄道への財政支援を行うことにより、

市民の移動手段を確保するとともに、引き続き、運行

する観光列車を活用して、観光客の誘致を図ります。 

 

次に、基本目標４ きれいの「まる」 に関する施

策です。 

政策１・自然環境と優良な農地を守ることに関して

は、 

 「地籍調査委託事業」を継続して行うほか、生活道

路の整備を行うための「一般道路改修事業」、「美濃
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加茂市西部地区整備事業」などを推進するとともに、

農道及び排水路などの農業用施設の整備を促進し、農

業基盤の確立を図ります。 

 

政策２・うるおいある、質の高い生活空間をつくる

ことに関しては、 

 

 河川や里山などの自然景観を守り、美しい地域づく

りを進めるため、すべての市民が憩い、安らぎ、遊べ

る身近な公園として、かわまちづくり計画に基づく中

之島公園や里山千年構想に基づく健康の森の運営を行

います。 

 

また、多くの利用者にとって使いやすく、心地よい

公園を目指すための取組として、引き続き、市民の皆

様に参加していただきながら、ワークショップによる

公園づくりを行います。 

 

政策３・環境にやさしい暮らし方を進めることに関

しては、 

 

第２次環境まちづくりプランに基づいた、ごみ減量、

環境美化、環境保全などを行うとともに、生物多様性

についての関心を高めるため、定住自立圏事業として、

加茂管内に生息する動植物のレッドデータブックを作

成します。 
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最後に、市役所の経営方針です。 

方針の一つ目「職員の経営能力を高め、協働の視点

に立った、より効果の上がる組織をつくります！」に

関しては、 

 

高度な専門知識の習得や人間性豊かな職員の育成

が、将来の市にとって、大きな財産となることから、

引き続き、「人材育成推進事業」による、専門研修及

び一般研修を行います。 

 

二つ目、「経営資源を効率よく活用できる仕組みを

つくります！」に関しては、 

 

平成３０年度は、５次総－後期基本計画の４年目と

なり、これまでの取組を検証するとともに、その進捗

管理を徹底し、計画の実現に向け取り組みます。 

 

また、新しい時代に対応した中長期的な視点から市

政運営を行うため、平成３２年度からスタートする新

しいまちづくり計画（第６次総合計画）の策定に向け

た準備も進めてまいります。 

 

そして、三つ目、「周辺市町村との連携により、個

性を活かした経営を行います！」に関しては、 

 

みのかも定住自立圏事業を推進し、引き続き、それ

ぞれの地域が持つ強みを活かし、連携して事業に取り
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組んでいきます。 

 

特別会計・企業会計の概要について 

次に、特別会計・企業会計について、ご説明申し上

げます。 

 

まず、国民健康保険は、県が財政運営の責任主体と

なる制度改革が実施されますが、国民健康保険会計で

は、引き続き、資格管理、保険給付、保険料の賦課・

徴収、保健事業等を推進します。 

 

介護保険会計では、事業期間が来年度から２０２１

年３月までの「第７期介護保険事業計画」に基づき、

高齢者のための施策を推進します。 

 

後期高齢者医療会計は、後期高齢者医療制度のうち、

市が担うこととされている保険料徴収と保健事業を推

進します。 

 

介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計では、  

本市と加茂郡７町村で共同設置しております認定審査

会において、引き続き、公平かつ公正な審査・決定を

推進します。 

 

水道事業会計では、老朽管の更新工事を継続的に進

め、将来にわたって、持続可能な事業運営に努めます。 
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下水道事業会計では、豪雨による浸水被害の軽減に

向けて、雨水排水施設の整備を継続して実施します。 

 

おわりに 

以上、私の所信と平成３０年度、一般会計、特別会

計及び企業会計の主な施策についてご説明申し上げま

した。 

 

先の選挙でも市民の皆様にお約束したとおり、行政

の停滞や後退は許されないという強い決意のもと、こ

れまで進めてまいりました施策をしっかりと継承し、

さらなる市政発展のため職務に邁進してまいりたいと

考えております。 

 

とりわけ、市議会議員の皆様、そして市民の皆様の

ご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


