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令和５年度施政方針 

 

今日から３月を迎え、日本各地の桜の開花予想のニュース

を目にする機会が増えてきました。 

 これから、少しずつ日差しの暖かさが増し、天気の良い日

には外に出るのが心地よく感じられるようになり、本格的な

春の到来も間近に迫ってきているようです。 

さて、令和４年度を振り返ってみますと、ロシアによるウ

クライナ侵攻という、世界中の人々に衝撃を与えた大事件を

取り上げなければなりません。主権国家に対する武力による

侵攻は、国際秩序をまったく無視した許しがたい蛮行であり、

世界の平和と安定を著しく損なう卑劣な行為であります。 

ロシアと国境を接し、北方領土問題という極めて困難な課

題を抱えるわが国としては、今般のロシアによるウクライナ

侵攻を遠い国の出来事として、傍観してしまうことはとても

危険だと思います。 

国際社会の責任ある国家の一員として、我々一人ひとりが

この事件を注視し、一日も早い解決、和平の実現に向けて考

え、行動しなければならないと思います。 

さて、議員各位におかれましては、年度末を控え公私とも

ご多忙のところ、令和５年第１回議会定例会にご参集いただ

き、ご苦労様でございます。 
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本定例会には、令和５年度一般会計予算案及び５事業特別

会計予算案をはじめ、補正予算案、条例の制定・改正案など

提案させていただきました。審議に先立ち、新年度における

町政運営の方針と施策の概要を説明申し上げ、議員各位及び

町民の皆様のご理解とご協力をいただきたいと思います。 

 本町の令和５年度予算につきましては、限られた財源を有

効・確実に活用するため、次の３点を柱といたしました。 

まず、１点目は「安心な子育て環境・教育の充実と次世代

育成の推進」です。将来を担う子どもたちが健康ですくすく

と育つ環境の向上、子育て支援の更なる充実を目指すととも

に、ＩＣＴ教育を含む質の高い教育環境の整備に努めてまい

ります。 

加えて、子育てを巡る様々な課題に対応するため、保健・

福祉・教育など関連分野が横断的に連携した施策の展開に取

り組みます。 

２点目は「高齢者・障がい者等が安心して生活できる環境

の充実」です。全ての町民が住み慣れた地域で、健康でいき

いきと暮らせる地域社会の実現のため、介護予防の推進、地

域包括支援センターとの連携を図りながら、高齢者・障がい

者・生活困窮者等の支援体制の強化に努めてまいります。 

３点目は「コロナへの万全な対応と信頼される町政運営」

です。新型コロナの対応策につきましては、現時点で政府に
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おいても未確定部分が多く情報が錯綜しておりますが、当面、

現状のワクチン接種や基本的な予防対策の徹底などを推進し、

拡大防止に注力してまいります。 

また現在、社会経済情勢の大きな転換期を迎えております

が、信頼される町政運営を推進するため、全職員に対し「全

体の奉仕者」としての認識を徹底させ、一点の曇りもない町

政運営の実現に取り組んでまいります。 

これら３点を柱とし、国・県の動向を勘案した上で予算編

成に臨み、一般会計予算案は前年度と比べ約 4.5％の増、歳

入歳出それぞれ 50 億 4,900万円を計上いたしました。 

それでは、主要施策の概要について、各款、各課にしたが

いまして説明申し上げます。 

 第２款、総務費、総務課ですが、文書の受領・収受・起案・

保管・引継・保存・廃棄までのサイクルを一元的かつ効率的

に管理する文書管理システムを導入・構築するため、債務負

担行為を設定し、令和６年度の運用開始に向け、準備作業を

進めてまいります。 

次に企画財政課、地域住民の移動ニーズを踏まえ、地域公

共交通の将来像を実現するため、白子町地域公共交通活性化

協議会での議論を進め、令和５年度中に「白子町地域公共交

通計画」を策定いたします。 

白子荘跡地の利活用につきましては、策定が終了した基本
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構想の成果品に基づき、国・県など関係機関の意見もいただ

きながら、具体的な利活用整備計画の策定を進めてまいりま

す。 

 続いて住民課、戸籍住民関係では、戸籍への氏名の読み仮

名が法制化されることに伴い、戸籍情報システムの改修を行

って検索及び管理等の能率を向上させ、読み仮名を本人確認

事項の一つとすることを可能とし、各種手続きにおける不正

防止を強化することが可能となります。 

 次に第３款、民生費、健康福祉課ですが、福祉施策につい

ては、外出支援事業や福祉タクシー事業のほか、高齢者等の

交通弱者の生活の足の確保を目的に、「らくらくタクシー事

業」を実施し、効率的で持続可能な交通手段の構築を目指し

取り組んでまいります。 

「第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画」の計

画期間が終了となるため、「共に生き、共に安心して暮らせる

まちづくり」の基本理念を継承しつつ、「第７期障がい福祉計

画・第３期障がい児福祉計画」の策定を行い、障がい福祉サ

ービス等の適切な利用を促進してまいります。 

また、援助や介護を必要とする高齢者・障がい者等要支援

者の孤立を防止するため、民生委員、社会福祉協議会、民間

事業者等と連携し、要支援者を早期に発見し、支援に繋げる

地域見守りネットワークの充実など、施策の強化に努めてま
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いります。 

 続いて住民課ですが、子ども子育て支援につきまして、本

町では「第２期白子町子ども・子育て支援事業計画」に基づ

き、子どもたちが健やかに安心して暮らせる環境づくりを推

進しております。 

今後、より一層の子育て支援の充実を図るため、「認定こど

も園への移行の検討」を含めた本計画の見直し及び第３期計

画策定に向け、子育て家庭の状況や子育て支援のニーズを把

握するための調査を行ってまいります。 

学童保育につきましては、令和５年度から町が事務局とな

り運営を進めてまいります。 

保育所につきましては、特色のある保育の一環として、５

歳児を対象に、運動神経や体力の向上を目的として実施して

いる「運動教室」「ダンス教室」、また、学びの分野に関する

「英語教室」「ひらがな、数の読み書き」なども継続してまい

ります。 

加えて、令和５年度は、４歳児に対し「鉛筆に慣れること」

を目的にワークブックの導入、また、３歳児に対し食生活に

必要な基本的習慣を身につけるための「食育」を実践するな

ど、年齢に合わせた特色ある保育を展開してまいります。 

次に第４款、衛生費、健康福祉課ですが、新型コロナにつ

いて対応が長期に及んでいますが、国の動向を踏まえつつ引
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き続きワクチン接種体制の維持を図るとともに、コロナ後を

見据え、コロナ禍で低下した各種検診受診率の回復を図って

まいります。 

また、「健幸ポイント事業｣では参加者が 2,000 名を超え､

普及率は 40 歳以上人口の４分の１を超えています。令和４年

度に実施した評価では、75歳以上参加者の一人当り年間医療

費及び介護給付費が、合算で 14 万 4 千円程度抑制できている

ことが分かりました。今後も、環境整備を含めて歩く健康づ

くりの一層の普及を図ってまいります。 

さらに、子育て支援強化策の一環として、経済的支援と対

象者に寄り添う伴走型相談支援を組み合わせた「出産・子育

て応援事業」を新規に立ち上げます。 

 続いて環境課ですが、美しいまちづくりについては、快適

な環境や景観づくりの推進を目指し、遊休農地と役場東側の

花の広場を活用して菜の花やコスモス、ヒマワリ等の種を撒

き、開花時に多くの人に楽しんでもらえるよう取り組んでま

いります。 

環境美化運動については、地域美化運動による花等の植栽

及び町内の清掃や廃棄物の不法投棄防止パトロールなどを実

施し、良好な地域環境づくりのための活動を支援してまいり

ます。 

有害鳥獣駆除については、野生鳥獣の生息域が拡大してい
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ることから、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、イノシシは

引き続き箱わなでの捕獲を強化し、カラスやドバトは猟友会

に協力いただき、春と秋に有害鳥獣駆除を実施してまいりま

す。 

 また、有害鳥獣捕獲従事者の育成・確保を図るため、狩猟

者登録等に必要な経費に係る補助を実施してまいります。 

地球温暖化対策については、家庭における地球温暖化対策

の推進に加え電力供給の強靭化を図るため、家庭用燃料電池

システム並びに定置用リチウムイオン蓄電システム、プラグ

インハイブリッド自動車を含む電気自動車、V2H 充放電設備

の住宅用脱炭素化設備等設置事業を推進してまいります。 

次に第５款、農林水産業費、産業課ですが、町の米政策に

ついては、米の需給と価格の安定を図るため、引き続き飼料

用米等の作付け転換を支援し、需要に応じた主食用米の生産

を推進してまいります。また、作業の効率化や生産性の向上

を図るため、畦畔除去による区画の拡大、 圃場の集約化を目

的とした小規模農地基盤整備事業に取り組み、生産コスト削

減による農業所得向上に努めてまいります。 

担い手対策については、地域農業の担い手の育成に資する

ため、必要な農業機械等の導入を支援してまいります。さら

に、農地等の生産基盤を守るため農業委員会や農地中間管理

機構と連携し、遊休農地の解消に努めるとともに、担い手へ



8 

 

の農地集積・集約化 を促進し、農業経営の効率化を図ってま

いります。 

また、農業次世代人材投資事業等を活用し、新規就農者の

支援を推進するとともに長生農業独立支援センターと連携し、

新たな担い手の育成、確保に取り組んでまいります。 

園芸振興については、国・県の補助事業などを積極的に活

用した施設整備等に対する支援を継続しつつ、関係機関と連

携し、地域特性を生かした農産物の生産と消費者から信頼さ

れる産地形成の確立に努めてまいります。 

労働力不足等の課題を補うため、ロボット、AI、IoT 等先

端技術で解決するスマート農業の推進に努めてまいります。 

農業生産の基礎となる農業基盤整備については、湛水防除

事業「白潟北地区」、農村地域防災減災事業「南白亀地区」の

早期完成に努めてまいります。 

また、既存施設の長寿命化や更新などと併せて、多面的機

能支払交付金事業による地域共同活動を支援することにより、

農業生産基盤の適切な保全管理にも努めてまいります。 

水産業の振興につきましては、蛤種苗やウナギ・フナの幼

魚の放流事業により水産資源の保全を図ってまいります。 

南白亀川特産の青のりは、収穫皆無の状況が続いているこ

とから、南白亀川漁業協同組合を主体とした地域住民の活動

グループが、青のり養殖の復活を目指した取り組みを行なっ
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ていますので、引き続き関係機関と連携し、原因究明と対策

に努めます。 

次に第６款、商工費、商工観光課ですが、商工業につきま

しては、中小企業に対する設備改善資金や運転資金の利子補

給事業を継続して経営安定化の下支えを図りながら、町で創

業される方々に対して、経営スキル向上を目指した支援を図

ってまいります。 

町内商店、飲食店等の経営回復策として、「げんき君ポイン

トカード」の推進活動に対し補助を行っておりますが、長引

くコロナ禍に対応することとし、引き続き町内商店等の消費

促進を図ってまいります。 

また、ふるさと納税制度の更なる推進を行い、町の特産品

をＰＲするとともに町内産業の活性化を図ってまいります。 

観光についてですが、旅行者ニーズが多様化する中で、新

型コロナの影響により、観光を取り巻く環境は大きく変化を

してきており、本町の観光も新たな観光資源の開発、受入体

制の転換等を図っていく必要に迫られています。 

今後、観光事業者・関係者間で徹底した議論・協議を推し

進め、活動の指針となる観光振興計画を策定し、アフターコ

ロナに適した新しい観光のかたちを描いてまいります。 

 昨夏３年ぶりに海水浴場を開設したところですが、今夏も

開設に向けて準備を進めていきます。また、中里海岸公衆ト
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イレの改修を行い、環境美化整備を図ってまいります。 

次に第７款、土木費、建設課ですが、都市計画について、

白子町第５次総合計画後期基本計画に則り、まちづくりの目

的・テーマに即した「白子町都市マスタープラン」の改定を

進めてまいります。 

道路網の整備については、千葉県が事業主体の「県道茂原

白子バイパス」は、古所海岸入口交差点から白子町サッカー

場までの 2.1ｋｍを優先的に整備いただいておりますが、そ

のうちの未供用区間 1.0 ㎞の早期完成と、併せて白子町サッ

カー場から国道 128 号線までの未着手区間の早期事業化と線

形確定について、引き続き千葉県へ要望してまいります。 

町道の整備については、町道 107 号線の幸治西区間 800ｍ

の歩道整備を進め、その他主要道路、生活道路及び橋梁等は

緊急性、有効性を踏まえ、損傷の著しい部分の修繕等、必要

な整備を順次進めてまいります。 

住宅施策としては、若者マイホーム取得奨励事業や住宅リ

フォーム工事、町内建築物の耐震診断と耐震改修工事に対す

る助成を引き続き実施し、また、空き家対策にも取り組み、

安心安全な住環境づくりと子育て世代の移住定住に結びつく

よう推進していきます。 

平成 24 年度から実施しました地籍調査事業については、町

内全域の土地境界の確認と測量、またその成果の閲覧が完了
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しました。令和５年度に牛込地区の登記事務を進め、令和６

年度に完全完了を目指します。 

海岸侵食対策については、「九十九里浜侵食対策計画」に基

づき、千葉県において養浜等整備を進めているところです。

地域住民の生命財産を守るため、引き続き海岸侵食対策事業

と併せて治水対策事業の促進について、県と連携を図ってま

いります。 

次に第８款、消防費、総務課ですが、令和元年度に作成し

た「防災の手引き」を更新、町民に全戸配布し、防災意識の

向上に努めてまいります。また、千葉県防災行政無線の更新、

災害時有線電話が付与された専用回線の整備を行い、災害時

における情報収集体制の強化に努めてまいります。 

次に第９款、教育費、教育課ですが、少子化が進行する中

で、引き続き小学校適正規模等について検討を行い、子ども

たちにとってよりよい教育環境づくりを目指し、また、保護

者や住民への説明・意見交換を行ってまいります。 

ＩＣＴ教育では、児童生徒１人１台タブレットやデジタル

教科書の活用による充実した授業を実現し、子どもたちの情

報活用能力の育成と、学習意欲及び学力の向上に取り組んで

まいります。 

小中連携教育では、ＩＣＴを活用し、学年や学区を越えた

合同学習や交流学習を積極的に取り入れ、また、個性ある白
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子教育の推進とふるさと教育の充実を図ります。 

特別支援教育では、生活面や学習面で特別な教育的支援を

要する児童生徒が在籍する学級に特別支援教育支援員を配置、

基礎・基本の教科的指導を要する児童生徒が在籍する学級に

は学習支援員を配置し、各学校教職員と連携し適切に対応し

てまいります。 

英語教育では、外国人講師を小学校に配置し、低学年から

生きた英語に慣れ親しむ活動を充実させてまいります。 

国際交流派遣事業では、次代を担う中学生に海外の異なる

文化、生活習慣を体験させることを通じて、国際的視野の拡

大及び国際理解の促進を図り、国際感覚を身に付けた人材の

育成に取り組んでまいります。 

 続いて、生涯学習課ですが、生涯学習の推進につきまして

は、誰もが生涯にわたって学び続けたいという学習意欲に応

えるため、町民の学習ニーズに対応した各種講座等を開催し、

多くの町民に学習の場を提供できるよう努めてまいります。 

また、生涯学習の成果をまちづくりに活かせるよう「ふる

さとしらこ祭」や「生涯学習フェスティバル」を通じて伝統

や文化を次世代に継承するとともに人と人とのつながりや郷

土への愛着が育まれることを目指してまいります。 

さらに、中学校での部活動が、地域部活動へ移行できるよ

う人材の確保および受け入れ可能な団体等への調査を実施い
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たします。 

青少年健全育成の推進につきましては、「地域の子は地域で

守り育てる」を基本に地域・学校・家庭及び青少年相談員や

青少年育成関連団体等の支援連携を推進するとともに交流事

業や体験事業等の実施に取り組み、次世代を担う青少年の育

成に努めてまいります。 

文化・芸術の振興につきましては、引き続き優れた文化芸

術の鑑賞・参加の機会の提供、町民の自主的な文化活動の支

援に努めてまいります。 

 生涯スポーツの振興については、町民が、気軽にスポーツ

に親しんでいただけるよう、また、スポーツを通して健康づ

くりに取り組んでいただけるよう町スポーツ協会やスポーツ

推進委員と連携し、スポーツ活動の機会の充実を図ってまい

ります。 

 続いて、学校給食センターでは、子育て支援を推進するた

め、千葉県公立学校給食費無償化支援事業に準じ、第３子以

降の児童・生徒に係る学校給食費の無償化に取り組みます。 

また、学校給食センターの機能が失われないよう、施設の

管理・整備に努めてまいります。 

次に、一般会計の財源について申し上げます。 

まず、歳入の約 25％を占める町税ですが、個人住民税、法

人住民税は前年度実績を鑑み、また固定資産税は新築家屋の
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増、償却資産申告の推進に伴う増などを見込み、総額で前年

度に対し 2,898 万 3 千円、2.4％増の 12 億 6,017 万円を計上

しました。 

従来のコンビニ納付やスマホ決済アプリでの納付サービス

に加えＱＲコードによる納付サービスもスタートします。 

キャッシュレス化の推進により納税しやすい環境を整え利

便性を高めることで徴収率の向上に繋げます。 

地方消費税交付金は、前年度より 1,000万円増の 2億 5,000

万円、地方交付税は前年度より 3,500 万円増の 16 億 1,000

万 1 千円を計上しました。 

また、財政調整基金などから 6億 4,789万 6千円を繰入れ、

財源不足に対応しました。 

 続きまして、特別会計について申し上げます。 

 まず、国民健康保険事業特別会計ですが、前年度比 3.9％

増の 16 億 2,546万 5 千円を計上しております。引き続き国民

健康保険制度の安定化を図り、特定健康診査をはじめとした

保険事業をより一層充実させ、医療費の抑制、加入者の健康

増進をめざしてまいります。 

 次に、後期高齢者事業特別会計ですが、前年度比 3.7％増

の１億 8,088万 5千円を計上しております。予算においては、

令和４年度の医療給付費等の費用を勘案し、財政の均衡を保

つことができるよう後期高齢者医療広域連合と連携して編成
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しました。 

一人当たりの医療費は増加傾向にありますが、医療費の抑

制につながる健康増進事業を引き続き実施すると共に本年度

からは「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業」を実

施してまいります。 

次に、介護保険事業特別会計ですが、前年度比 1.6％減の

13億 5,900万円を計上しております。 

介護保険事業は、令和５年度が第８期介護保険事業計画の

最終年度であり、事業の評価及び次期介護保険事業計画を策

定する年度でもあります。 

高齢化の進展に加え、単身世帯、高齢者のみ世帯の増加が

並行して進み、地域のつながりが徐々に弱まり、今後、介護

サービスの需要がさらに増加・多様化していくことが見込ま

れます。 

住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、限ら

れた医療・介護資源を有効活用し、必要なサービスを継続的、

かつ、一体的に受けられるよう計画を策定し、「地域包括ケア

システム」の深化に努めてまいります。 

また、高齢化の進展により認知機能低下をどのように予防

するかが喫緊の課題であります。今後、スマートフォンを持

つ高齢者が増加すると思われますので、認知症予防施策とし

て、LINEと WEB サイトを活用したチャット型コミュニケーシ
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ョンツールにより介護予防情報を発信し、認知機能低下の予

防を図りながら、より良い生活習慣へと促す事業に取り組ん

でまいります。 

次に、コミニティ・プラント事業特別会計ですが、前年度

比 3.2％増の 1 億 1,920万 7 千円を計上しております。 

コミニティ・プラント事業については、近年受益者の減少

及び新型コロナの影響による観光面における収益低下の一方、

老朽化による各クリーンセンター機器入替工事・修繕等の増

加及び燃料単価の上昇に伴う電気料金の高騰から、処理場維

持管理費用の増大が見込まれ、より経営が厳しくなることが

予想されます。 

将来にわたり持続可能な事業経営を維持するため、令和５

年度より運営委員会の設置を図り、効率的な経営体制の確立

に取り組んでまいります。 

次に、ガス事業特別会計についてですが、長引く新型コロ

ナの影響、資機材価格高騰の影響により、ガス事業の経営は

依然厳しい状況にあります。 

中長期的な経営の基本計画となる経営戦略の改定を進め、

経営の適正化を図りつつガス料金の改定により持続可能な健

全経営に努めながら、公営企業として町民の皆様に信頼・支

持され続けるガス事業を展開してまいります。 

続きまして、白子町が加入している一部事務組合の負担金
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について申し上げます。 

まず、長生郡市広域市町村圏組合でありますが、一般会計

への本町の負担金は、昨年度に比べ 656 万 5 千円増額され 3

億 7,983 万円であります。主な事業として、衛生費では最終

処分場の延命化事業などが予定されています。 

 また、消防事業では消防庁舎建替え事業などが予定されて

います。 

水道事業特別会計の負担金は、前年度とほぼ同額の 3,517

万 3 千円であります。 

水道事業については、九十九里・南房総地域の水道用水供

給事業体と県営水道の統合に関する協議が進んでおり、今後

の動向を注視してまいります。 

病院事業特別会計の負担金は、前年度と同額の 4,353 万 2

千円であります。 

長生病院のＢ棟改築工事については、着工時期が先送りさ

れました。今後とも、経営改善に向けた取り組みを継続して

まいります。 

一般会計と水道事業、病院事業を合わせ、本町の長生郡市

広域市町村圏組合に対する負担金の総額は、4 億 5,853 万 5

千円で、前年度に比べ 648万 4千円の増額となっております。 

次に、一宮聖苑組合の負担金は、前年度に比べ 512 万 7 千

円減の 588万円です。 
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減額の理由は、火葬炉の状態が良好であるため、令和５年

度中に予定していた大規模改修工事を実施しないことに伴う

財政調整基金の減額によるものです。 

以上、令和５年度予算案を基に主要施策の概要を申し上げ

ました。 

各議案の詳細につきましては、提案の際、担当課長から説

明させますので、よろしくご審議の上ご承認賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 


