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令和４年清川村議会３月定例会の開会にあたり、議案の審議をお願

いするに先立ちまして、村政運営に対する私の所信並びに令和４年度

予算案をはじめとする主要案件につきまして、その大綱を申し上げ、

議員各位並びに村民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

はじめに、長引くコロナ禍において、日々、医療の最前線でご尽力

されている医療従事者をはじめ、私たちの健康と安全、日常を支えて

いるエッセンシャルワーカーの皆様、そして社会機能を維持するため

に、ご尽力されているすべての関係者の方々に、心から敬意を表しま

す。 

また、今年に入り、全国各地において非常に感染力の強い新型コロ

ナウイルスの変異株「オミクロン株」による第６波の流行により、神

奈川県全域は今月６日まで、まん延防止等重点措置の適用期間が延長

されておりましたが、依然、病床使用率の高止まりが続いていること

などから、さらに再延長されることが、一都三県の知事から要望がさ

れているところでもございます。 

このような中、本村の新型コロナウイルスの感染状況は、今年２月

に入り第６波の影響を受け、感染者は増えております。重症者もなく

在宅療養により回復されておりますが、村民皆様には、引き続き感染

症拡大防止対策にご協力を賜りますよう改めてお願い申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、村議会

議員の皆様の多大なご理解、ご協力のもと、「村民の命と健康、暮らし

を守る。」ことを最優先とし、新型コロナウイルスワクチン接種を始め、

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、感

染防止対策、家計支援や子育て世帯への生活支援、事業者や地域活性
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化支援など、様々な対策を国や県との連携を図り、果敢に講じてまい

りました。 

また、感染拡大防止の切り札とされる３回目のワクチン接種につき

ましては、今年１月 31 日より保健福祉センターやまびこ館において

集団接種を開始し、２月４日より県立煤ヶ谷診療所で個別接種を開始

いたしました。５歳から 11 歳児へのワクチン接種につきましては、

現在、接種券を発送し、３月８日から厚木医師会のご協力により、個

別接種を開始することといたしました。 

まずは、一日も早く、村民の皆様が安心して生活できる日が来るよ

う、最善の努力と切れ目のない対策を講じてまいりますので、引き続

き、議員各位並びに村民の皆様のご協力を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

さて、我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状

況から徐々に回復しつつあるようですが、オミクロン株の感染拡大に

直面し、国民生活や経済への影響は依然として続いております。 

政府においては、景気下振れリスクに十分注意しつつ、足元の経済

の下支えを図るとともに、ウィズコロナ下において、国民の暮らしや

雇用、事業の継続を守り抜き、感染症対策に万全を期しつつ、「新しい

資本主義」を起動し、「成長と配分の好循環」の実現を目指すとしてお

ります。 

このような中、急務である人口減少や少子高齢化対策に加え、地球

温暖化などに起因して多発・大規模化する自然災害に備えるための防

災・減災対策や脱炭素対策、コロナ禍で深刻な課題が浮きぼりとなっ

た地域コミュニティの再生など、住民の安全と生命・財産を守るため
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に最前線となる基礎自治体の役割は益々高まり、積極的な取組が求め

られているところでもございます。 

 

また、神奈川県の新年度予算では、「「いのち」と「暮らし」を守り、

新しい日常へ」を掲げ、引き続き新型コロナウイルス感染症対策に重

点を置きつつ、デジタルの活用や、水防災戦略の推進、県立教育施設

の整備など、県民生活に直結する事業を推進するほか、特に緊急的な

対応が必要となる急傾斜地崩壊対策や交通安全施設整備などを実施

し、将来世代に恩恵をもたらすインフラ整備や財政健全化への取組を

進める予算を編成されているところであります。 

 

令和も４年目を迎え、私も村長就任から４年目を迎えました。 

この間、３年におよぶ新型コロナウイルス感染症との闘いのため、

「村民の命と健康、暮らしを守り抜く。」ことを最優先に、感染症予防

対策、村民生活や経済活動の回復、感染症拡大時の防災対策などを中

心としつつ、持続可能な開発目標である「SDGs」の理念、「誰一人取り

残さない」、「安全と安心」、「未来につなげる村づくり」を第一として、

村民の皆様の声をお聴きしながら、村民サービスが滞ることのないよ

う、全力を傾注してまいりました。 

先の見えないコロナ禍の状況ではありますが、必ずや出口が見え、

コロナに打ち克ち、さらなる村政発展の契機とすべく、新たな取組に

も、議員各位並びに村民の皆様のご理解とご協力を賜りながら、一歩

一歩着実に村政運営を進めてまいる所存でございます。 

 

それでは、村政運営に関する私の基本的な考えについて、５つの視
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点からご説明申し上げます。 

第１に、「次代を担う清川っ子が輝く村」についての施策であります。 

 次代を担う、村の宝。清川っ子への支援は「未来への投資」であり、

持続可能な村づくりへの重要な政策でもあります。 

「妊婦から産婦、母子の健康診査の充実」をはじめ「不妊症・不育

症治療への支援」や「きめの細かい保育環境の充実」など、地域全体

で子育て世代を支え、清川らしい、子育てしやすい環境づくりや支援

を継続し、「子育てするなら清川で」と選ばれるような地域を目指して

まいります。 

 教育におきましては、全国に先駆け、全児童・生徒及び教員に整備

したタブレット端末を活用し、GIGAスクール構想の推進やICT教育の

さらなる環境整備と学習活動の充実、確かな学力の育成に向けた取組

を進めてまいります。 

また、新たに、村内に学習塾がないことから、放課後子ども教室を

充実させ、子どもたちの基礎学力の定着と家庭学習力の向上を図るた

め、学びの提供と積み残しがなく進級等のできる、学習支援を行って

まいります。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への村

の経済的支援につきましては、延長して行うほか、新たなカリキュラ

ムが導入される新高校生にも支援を行ってまいります。 

清川らしい「幼・小・中一貫校」の整備に向けた教育環境のあり方

につきましては、施設整備に係る基本構想を策定し、引き続き、議論

を重ねてまいります。 

次代に引き継ぐべき何よりも大切なことは恒久平和であり、非核平

和宣言の村として次代を担う子どもたちとともに「広島平和記念式典」
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への参列などを行い、戦争の悲惨さや平和の尊さを再認識する機会を

提供し、平和教育を推進してまいります。 

 

次に、第２の「元気な高齢者が活躍する村」についての施策であり

ます。 

本村は高齢化が進み今年２月末には高齢化率が 37.3％に達し、全国

と比べても高い状況にあり、少子化と共に人口減少も進んでおります。 

 村では、令和３年度からスタートした高齢者保健福祉計画及び第８

期介護保険事業計画により、村民一人ひとりのライフステージに合わ

せた健康増進への支援や高齢者が地域の中で活躍する場の確保、さら

に人生 100年時代に住み慣れた地域で安心して暮らすことが出来るよ

う、介護予防、福祉サービスの充実とともに、健康寿命の延伸対策に

取り組むこととしております。 

 村では幸いにして、高齢者における特殊詐欺被害「０（ゼロ）」が継

続されております。引き続き、高齢者を特殊詐欺被害から守る対策や

運転免許証を自主返納した方への移動手段の確保対策を実施してま

いります。また、難聴が認知機能低下のリスクの一つとされているこ

とから、補聴器の購入費補助制度を継続するほか、老化のはじまりの

サインとも言われる「歯や口の働きの衰え」によるオーラルフレイル

予防及び改善に向けた健康診査につきましても、引き続き、実施し、

高齢者が安心して暮らせる取組を進めてまいります。 

 

第３の、「新しい賑わいふれあいのある村」についての施策でありま

す。 

令和２年に実施された、国勢調査人口は、前回の平成 27 年調査と
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比較すると 176 人減少し、3,038 人となりました。 

我が国全体で少子高齢化が進み、人口減少社会に突入しており、国

や地方を挙げた地方創生のもとに、限られた人口を各地域に呼び込も

うとする地域間の競争が激しさを増しております。 

人口減少への対策は急務となっておりますが、地方創生によって抜

本的に解決できる問題ではなく、弛みない息の長い取組が必要である

と考えております。 

その一方で、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、多くの

企業でリモートワークやワーケーションなどが進み、働き方や暮らし

方が見直され、東京都からの転出者が転入者を上回る転出超過となり、

東京一極集中の流れに変化が表れ、新たな移住・定住の流れが生まれ

ています。 

本村も、これを好機と捉え、若者の流出を抑制するとともに、呼び

込むための魅力づくりや賑わいの創出、空き家などの資源を有効に活

用し、移住・定住施策をさらに推進させるほか、サテライトオフィス

の活用や働く場の確保を含め、引き続き、村の持つ資源の活用などに

より、人口増に向けた取組を進めてまいります。 

また、本村を取り巻く周辺地域の交通インフラも整備されつつあり、

都心からのアクセスの利便性がさらに高まっております。  

このような利点を生かし丹沢・大山・宮ヶ瀬湖といった広域連携で

の取組や日本版 DMO による施策、指定管理者の持つノウハウなどを最

大限に発揮していただき、さらなる魅力付けにより、賑わいと活力の

ある地域振興に期待をしているところであります。 

 

第４の、「安全安心で快適な村」についての施策であります。 



 

- 7 - 

我が国は、自然的条件から地震、台風、豪雨、土砂災害、津波、火

山噴火、豪雪などによる災害が発生しやすい国土であり、災害は、い

つ発生するか、わかりません。また、災害の種類、規模、態様をはじ

め、被災地の地勢的特徴や人文地理、社会経済の状況なども様々であ

ることから、自然災害の人的・物的被害を劇的に減らし、最小化する

ための「国土強靭化」への取組が急速に進められております。 

令和元年 10 月の台風第 19 号は、過去最大級の台風であり、記録的

な豪雨によって村営水道の導水管が被災し、復旧に時間を要したこと

により、村内全域で断水となったのは記憶に新しいところでもありま

す。 

また、近年、気候変動により災害が激甚化するとともに、東日本大

震災の余震の発生や首都圏直下地震の切迫性も高まり、感染症まん延

時での避難所運営や山間地である本村特有な急傾斜地への防災・減災

対策などの課題も生じております。 

 本村は、厚木市との消防広域化や消防団の組織強化などにより、村

民の安全・安心を図っておりますが、さらに村民の生命・財産を守る

ため、急傾斜地への防災対策や狭あい道路の改良などライフラインを

含めた総合的な災害への備えの強化を引き続き取り組んでまいりま

す。 

 また、国内において特殊詐欺被害は手口を変え、件数は増加してい

ることから、引き続き、特殊詐欺被害の撲滅を目指してまいります。 

 さらに、４年間の計画的な防犯灯の LED 化を進め３年目となり、引

き続き、犯罪のない安全で安心した村づくりを推進してまいります。 

 

最後に、「村民と行政による協働と連携の村」についての施策であり
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ます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまで定着した数々の

行事やイベントが中止となり、地域の方々が地域の中で繋がる機会が

減り、地域の繋がりの弱さが益々深刻化するほか、地域コミュニティ

活動の衰退も危惧されるところであります。 

村づくりは、村民が主体で村民の共助の力なくして進むことはでき

ません。 

アフターコロナを見据え、人と人との繋がり、失われつつある地域

コミュニティ活動の再構築のため、地域における担い手の育成に努め

てまいります。 

また、村職員も自らの質を向上させ、スピード感も持ち、きめ細や

かに「村民のための行政」という意識のもと、「いつまでも暮らしたい、

誰もが暮らしたくなる、夢と希望に満ちた清川」の実現に向け、取り

組んでまいります。 

 

 以上、村政運営にあたりまして、私の基本的な考え方について申し

上げました。 

 

本村の財政状況でございますが、歳入におきましては、根幹となる

村税は、固定資産税の事業用家屋及び償却資産の特例減免制度の終了

による増収があるものの、新型コロナウイルス感染症の影響による所

得の減少、国有資産等所在市町村交付金の減収等により、村税全体で

前年度比 0.4％の減収を見込んでおります。 

また、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付

金等は、コロナ禍で厳しく見積もった前年度より上振れが想定される
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ことから増額を見込み、地方特例交付金は、固定資産税の特例減免制

度の終了による減収を見込んでいるほか、普通交付税は、国の地方財

政計画などの見通しから増額を見込み、財産収入は、東京電力送電線

の線下補償が３年ごとの納付となるため大幅な増額を見込んでおり

ます。そのほか、財源不足を補うため、財政調整基金や臨時財政対策

債を活用いたします。 

 

 それでは、令和４年度清川村当初予算案に基づく主な施策の概要に

つきまして、「第３次清川村総合計画後期基本計画」に沿って、主要事

業を順次ご説明申し上げます。 

 

 大綱第１、「自然と調和した住みよい村づくりの推進」であります。 

 その１「いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる村づくり」

につきましては、移住や定住希望者への効果的な情報発信や空き家の

有効活用、中古住宅の取得に対する支援、特定地域土地利用計画の見

直しなどを進め、移住・定住の促進などにより、人口減少を抑え、増

加に努めてまいります。 

また、コロナ禍でテレワークや在宅勤務といった働き方やオフィス

のあり方など、働く人たちの仕事のスタイルに変化が生まれています。  

これらの変化を好機に捉え、「東京から一番近い村」という利便性な

ど、数多くの村の魅力を発信し、事業所誘致及び起業者支援のほか、

民間活力によるサテライトオフィスの充実を進め、地域活性化に努め

てまいります。 

さらに、一昨年、昨年と新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り延期を余儀なくされていた、相模女子大学との連携を再開し、新た
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な特産品メニューの開発などを行い、本村の魅力と知名度の向上に努

めてまいります。 

 

その２「自然を守り、次世代に引き継ぐ村づくり」につきましては、

神奈川県水源環境保全・再生事業や森林環境譲与税を活用した森林の

保全、環境の整備を引き続き実施してまいります。 

鳥獣被害対策につきましては、イノシシをはじめシカの個体数調整

やサルの追い払いなど粘り強く行うとともに、電気柵の補助などを継

続して実施するほか、広域獣害防止柵の新設や「地域ぐるみ」での協

働による取組を支援し、有害鳥獣による農作物や村民生活への被害軽

減に努めてまいります。 

 

その３「環境にやさしく快適で暮らしやすい村づくり」につきまし

ては、村の環境政策の指針となる環境基本計画の策定に着手するほか、

引き続き、村民の皆様や各種団体のご協力により実施しているクリー

ンキャンペーンや地域・団体による清掃活動への支援、不法投棄防止

対策の強化を図り、美しく快適な村づくりやごみ減量化・資源化への

新たな取組の検討を進めるほか、脱炭素に向けた地球規模による対策

や SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組を推進してまいり

ます。 

宮ヶ瀬霊園につきましては、適正な維持管理と使用者の利便性の向

上を図るため、計画的な施設の改修工事を進めてまいります。 

簡易水道事業につきましては、公営企業会計への移行を進めるほか、

清水ヶ丘地区の配水管の更新工事を引き続き実施し、安全な水の安定

供給を図ってまいります。 
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下水道事業につきましては、ストックマネジメント実施方針及び実

施計画に基づき、引き続き、計画的な長寿命化工事を実施するほか、

公営企業会計への移行を進めてまいります。 

 

その４「暮らしを支える利便性の高い村づくり」につきましては、

公共交通機関であります路線バスの確保対策として、早朝・深夜便の

延伸・増便のための補助を継続し、村民の足の確保と公共交通の利便

性の向上を図ってまいります。 

村民生活の基盤である村道の新設・改良整備につきましては、道づ

くり計画に基づき、村道の狭隘箇所の解消に向け、村道谷太郎線の改

良に向けた事業を進めるほか、村道谷戸線の改良工事に着手してまい

ります。また、道路の安全で円滑な通行確保のため、令和３年度に実

施した村道の橋りょう点検結果に基づき、橋りょう長寿命化修繕計画

の更新を行ってまいります。 

 

その５「地域ぐるみの安全・安心な村づくり」につきましては、激

甚化している自然災害への備えや災害に強い村づくりを推進するた

め、国土強靭化計画地域計画の策定及び防災行政無線の更新に向けた

準備を進めてまいります。 

災害対策につきましては、土砂災害特別警戒区域に指定された清水

ヶ丘団地内の村有地の法面安全対策の事前調査を実施いたします。 

地域防災力の要である消防団の強化につきましては、国の指針に基

づき、団員の出動報酬の見直しによる処遇改善を行い、消防団員の確

保にも努めてまいります。 

また、消防団にご協力をいただき調査を進めてまいりました、災害
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時における井戸水提供者への登録制度を構築しましたので、順次、運

用を開始してまいります。 

交通安全対策につきましては、引き続き、交通安全指導員や厚木警

察署等関係団体と連携を図り、交通事故防止や事故による死傷者の撲

滅に向けた交通安全対策を推進してまいります。 

防犯対策につきましては、幸い村内での特殊詐欺被害は「０（ゼロ）」

を維持しており、引き続き、特殊詐欺被害の撲滅を目指すほか、犯罪

抑制のため、防犯カメラの維持管理及び防犯灯の LED 化を進め、安全・

安心な村づくりを推進してまいります。 

 

大綱第２、「地域の特性を活かした産業振興と活性化の推進」であり

ます。 

 その１「農林商工業の活性化による元気な村づくり」につきまして

は、村の情報発信や観光拠点として、魅力創出の核となる道の駅「清

川」の指定管理者や出品生産者などと連携し、さらなる魅力の向上を

図り、農産物生産促進のための支援を継続してまいります。 

 また、長年課題となっています、遊休農地対策につきましては、農

業委員会や関係機関と連携し、農地バンク制度などを活用した新たな

村独自の取組も始まっておりますので、引き続き、遊休農地の減少に

向けた対策を講じてまいります。 

林業施策につきましては、従来の造林事業に加え、水源環境保全・

再生事業や森林環境譲与税を活用した森林整備事業を進めるととも

に、間伐材の有効活用などにも引き続き、取り組んでまいります。   

さらに、村の約９割を占める森林保全に不可欠な村管理の林道の機

能回復を進めるほか、水源地の使命・責務として、健全で豊かな森林
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を次世代に引き継いで行く事業を進めてまいります。 

村内商工業者への支援といたしましては、資金の借入れ制度を見直

し、利便性の向上を図るとともに住宅リフォーム費用の助成なども引

き続き実施してまいります。 

 

その２「観光資源を活用した魅力あふれる村づくり」につきまして

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「新しい生活様式」への

転換や国際的な往来の制限の実施により、観光客数の減少など大きな

影響を受けております。現在も、まん延防止等重点措置の期間延長に

より、外出抑制がなされ、厳しい観光経営への影響が続いております。 

誰もが経験したことのないこの事態を乗り越えるためには、関係団

体、関係者など、地域が一体となり、この難局を乗り越えなければな

りません。 

ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、四季を彩る宮ヶ瀬地区の

各イベントにつきましては、引き続き支援することとしておりますが、

本村の多くの魅力を発信してきた宮ヶ瀬水の郷地区も、多くの課題を

抱えており、地域全体の再生、村全体の観光施策の再構築が急務であ

ると考えております。宮ヶ瀬地区の公共施設は指定管理者による運営

が行われており、地元との連携による新たな取組などもスタートして

おります。すべての課題を解決するには、まだまだ時間が必要ですが、

出来ることから順次、進めてまいりたいと考えております。 

そのひとつとして、宮ヶ瀬水の郷第２・３駐車場に落石防護壁を兼

ねた多目的ボードを設置し、来訪者の安全対策と新たな魅力の創出を

図ってまいります。 
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大綱第３、「生涯を健康で安心して住み続けられる村づくりの推進」

であります。 

 その１「健康で明るく暮らせる村づくり」につきましては、「健康増

進計画・食育推進計画」に基づき、村民一人ひとりのライフステージ

に合わせて、健康増進に向けた総合的な支援や事業を展開してまいり

ます。 

健康づくりの基本となる「やまびこ健診」や「がん検診」を引き続

き実施し、ガンや病気の早期発見、早期治療はもとより、生活習慣病

予防、心と体の健康づくりなどの取組を進めてまいります。 

また、タブレット端末を活用した村内中学生の心のケアなどを行う、

若年層の心の健康づくりの取組も進めてまいります。 

予防接種につきましては、法定予防接種のほか、小児や高齢者のイ

ンフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌予防接種などの助成を継続す

るほか、家庭での緊急的な医療相談に対応するため、電話による健康・

医療相談事業や休日夜間急患診療、休日歯科診療、障害者歯科診療な

ど、引き続き広域的な医療体制の確保に努めてまいります。 

 

 その２「だれもが安心して生活できる村づくり」につきましては、

新たに、国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度

の利用促進を図るため、中核機関を設置し、権利擁護の推進を図って

まいります。 

また、昨年 12 月からスタートさせた「フードドライブ」は、家庭等

で使い切れない食品を持ち寄り、必要とする方々に届ける助け合いの

活動であり、SDGs の目指す、誰一人取り残さない社会の実現に繋げる

ため、引き続き、実施してまいります。 
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高齢者福祉への取組につきましては、「高齢者保健福祉計画」に基づ

き、各種事業を実施するとともに、老化のはじまりのサインとも言わ

れる「口腔機能の衰え」によるオーラルフレイルの予防及び改善に向

けた取組や 70 歳以上の方に「かなちゃん手形」の購入、高齢者運転免

許証自主返納者への支援を継続するほか、給食サービスなどによる高

齢者の見守りや補聴器購入費の助成などを行い、高齢者が住みなれた

地域で安心して住み続けられる村づくりを進めてまいります。 

「生きがい事業団」や「ふれあいサロン」活動への支援なども継続

し、高齢者の就労の確保や生きがいの場づくりなど高齢となっても安

心して、仲間と過ごせる場づくりに努めてまいります。 

介護保険事業では、「第８期介護保険事業計画」に基づき、要支援・

要介護者に対して介護保険サービスの充実を図り、介護が必要となっ

ても、住み慣れた地域で自分らしく、安心して生活を続けられる介護

サービスの充実を図ってまいります。 

障がい者福祉につきましては、すべての人が安心して生活を送るこ

とができるよう、「第４次障がい者計画」に基づき、医療費助成や各種

福祉サービスによる支援とともに、サービス提供基盤の確保に努め、

「一人ひとりが認め合い、すべての人を包み込む社会の実現」を目指

してまいります。 

 

大綱第４、「誇りを持って村を支える人づくりの推進」であります。 

 その１「将来を担う子どもが輝く村づくり」につきましては、清川

村で生まれ育つ子ども「清川っ子」が将来にわたり輝ける施策を地域

ぐるみで積極的に展開してまいります。 

妊娠期から子育て期に至るまで、様々なニーズへの対応や総合的か
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つ切れ目のない子育て支援を推進してまいります。 

産後ケアへの支援が求められていることから、新たに産後期におけ

る健診期間を拡大し、産婦健康診査の助成を行ってまいります。また、

出産祝い金の支給や18歳までの医療費助成などを継続するとともに、

「第２期子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子どもたちが健や

かに育まれ、教育・保育との連携による「きよかわらしい」子育て環

境づくりに努めてまいります。 

保育の充実につきましては、引き続き、公設民営の「あおぞら保育

園」と小規模保育施設「おひさま保育園」の一体的な活用と、官民連

携した保育環境の充実・向上に努めるほか、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を踏まえ、保育所等の副食費の全額補助を延長し保護者

への支援を図ってまいります。 

放課後児童クラブや放課後子ども教室につきましても、引き続き、

それぞれの特色や特性を活かした、子どもたちの居場所づくりと学習

の場を提供し、教育と児童福祉の両面から子育て支援を図ってまいり

ます。 

青少年健全育成につきましては、他地域の児童・生徒との交流を深

めながら視野を広げ、自ら学び、体験するため、中学生を対象とした

６市町村の広域連携による「洋上体験研修」や小学４年生から６年生

を対象とした「青少年交流事業」及び真鶴町との「子ども交流体験事

業」を継続するほか、家庭・学校・地域と行政が連携を図りながら、

各種活動団体への支援を行ってまいります。 

 

その２「心豊かな清川っ子を育む村づくり」につきましては、輝き、

愛着、誇りを持って未来を支える人づくりを目指すため、基礎的・基
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本的な知識や技能を確実に習得するとともに思考力・判断力・表現力

など「確かな学力」の育成を図ってまいります。 

幼児教育につきましては、幼稚園児が心豊かに、元気で明るく伸び

やかに成長するために必要な環境整備や安全対策を強化するほか、働

きながら幼稚園に通わせたいという家庭のニーズに対応するための

「幼稚園型一時預かり事業」や給食費の全額助成を継続して行い、幼

児教育の充実と保護者の負担軽減を図ってまいります。 

本村の教育につきましては、昨年から「清川にひとつの清川らしい

幼・小・中が一体となった新しい一貫校をつくりあげる。」の方針のも

と、「幼・小・中学校施設整備検討委員会」を立ち上げ、施設整備基本

構想策定に向け検討を進めてまいりました。今後、「幼・小・中学校施

設整備基本構想」を策定し、施設整備に向けた検討を進めてまいりま

す。 

また、国が掲げた GIGA スクール構想の実現に向けた取組につきま

しては、全国に先駆け導入したタブレット端末のさらなる活用やデジ

タル教科書実証事業等への対応、効果的で安定した通信環境を構築す

るため、各学校に無線 LAN を整備するほか、児童・生徒用のプリンタ

ーの設置や ICT 支援員の配置などを引き続き行い、さらなる ICT 教育

の推進を図ってまいります。 

児童・生徒の安全や教育環境の整備につきましては、教育指導や訪

問相談体制などの強化を図るとともに、小・中学校教育における各種

教材備品の充実や安全な教育施設の維持に努めてまいります。 

学校給食センターにつきましては、食物アレルギーや食の安全性に

配慮し、村内産の食材を積極的に活用するほか、栄養バランスのとれ

た安全でおいしい給食の提供に努めてまいります。 
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新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を踏まえ、小・中学校の給

食費につきましては、全額補助を延長して行い、保護者負担の軽減を

図ってまいります。 

また、高等学校・大学等通学費の一部補助につきましては、継続し

て行うほか、ひとり親家庭等を対象とした通学費の全額補助につきま

しても、延長して行ってまいります。 

さらに、新たに高等学校等入学の際に必要となるタブレット端末等

を購入した保護者に対し、購入費の一部補助を行い、保護者の家計へ

の支援を図ってまいります。 

 

 その３「生涯にわたり学び合える村づくり」につきましては、生涯

学習の拠点施設である「せせらぎ館」や「運動公園」の利用促進を図

り、親しまれる施設運営や活動環境の充実に努めてまいります。 

 生涯にわたる学びの場や生涯にわたって親しめるスポーツを提供

し、ライフステージに応じて生き生きと豊かに生活できる機会の充実

と健康増進を図るため、生涯学習講座や生涯スポーツ体験教室を開催

してまいります。 

文化振興につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響

により、中止を余儀なくされてきましたが、新しい生活様式などを踏

まえ、芸術鑑賞会を開催してまいります。 

また、郷土愛を育むため、村民の皆様との連携・協力により実施し

ている村伝統イベントの「青龍祭」の支援をはじめ、清川の文化や芸

術と触れ合う場となっている、文化作品展や芸能発表会を開催するほ

か、村の歴史的資料の点検・整理などにつきましても引き続き実施し

てまいります。 
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スポーツ振興につきましては、清川やまびこマラソン大会にゲスト

ランナーを招待し、スポーツを通じ村の魅力の発信や観光振興、地域

活性化を図るほか、スポーツ推進委員による各事業や運動公園に設置

した健康遊具の活用などを行い、村民の体育・スポーツ意識の高揚と

体力維持、運動不足解消などの健康増進及び施設の適正な管理に努め

てまいります。 

 

大綱第５、「村民と行政が築く村政の推進」であります。 

その１「村民みんなで築く自治の村づくり」につきましては、地域

づくりは、「人」づくりと言われております。地域コミュニティを支

える人材育成や地域との繋がりのきっかけづくりを促すため、還暦を

迎えた方（60歳）を対象にセカンドステージを充実させる仲間づくり、

場づくりを行い、地域の担い手づくりと地域コミュニティの活性化を

図ってまいります。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大で中止を余儀なくされてい

た住民懇談会を再開するほか、村長へのメール・村長への手紙などの

「村民の声」を大切にした広聴事業も継続して実施してまいります。 

さらに、「男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参画社会の推

進を図るため啓発講座などを開催し、「男女が支え合い、多様な生き方

を認め合うきよかわの実現」を目指してまいります。 

 

その２「時代の変化に対応した村政による村づくり」につきまして

は、現在、第３次清川村総合計画・後期基本計画を基軸として、第６

次行政改革大綱実施計画の着実な実行のもと、限られた財源の中で、

事務事業の選択と集中と、職員一人ひとりの創意と工夫により、コロ
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ナ禍で激変する社会経済情勢等にも的確に対応し、時機を逸すること

なく柔軟で効率的な行政運営と財源確保のため、全職員一丸となって、

行政改革の着実な推進と財政の適正かつ効率的な村政運営に努めて

まいります。 

また、効率的で安定した行政サービスを提供していくため、証明書

のコンビニ交付やキャッシュレス収納を実施し、行政手続き等のデジ

タル化を推進して行くほか、デジタル技術や AI 等の活用による業務

効率化を目指してまいります。 

さらに、「ふるさと納税制度」の活用により財源確保に努めるほか、

村の特性を活かした新たな返礼品の発掘を行い、村の魅力の発信と地

域活性化、産業振興を図ってまいります。 

 

 本村の財政の健全化は維持されておりますが、歳入の柱である国有

資産等所在市町村交付金は毎年２％程度減額しており、地方交付税、

臨時財政対策債、また一部基金を活用しつつ、効率的かつ健全な行財

政運営への一層の努力と今後必要となる投資財源の確保も必要であ

ると考えております。 

 こうした状況を踏まえて行財政運営に取り組んでまいりますが、単

に削減、抑制ありきではなく、村民の安全・安心を礎に、常に村民の

声に応える視線と将来の姿を描きつつ、その種を播くと使命をもって

臨んでまいります。 

 

以上、申し述べました基本方針をもとに、編成いたしました令和４

年度一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ２５億８，３８２万７千

円で前年度と比較し１億８，１７３万円、７．６％の増であります。 
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また、特別会計予算は、 

 国民健康保険事業特別会計   ３億８，６７０万８千円 

 簡易水道事業特別会計     １億５，１５６万４千円 

 下水道事業特別会計      ３億７，１７２万５千円 

  介護保険事業特別会計     ３億２，３０８万８千円 

  後期高齢者医療事業特別会計    ８，１６０万７千円 

でございます。 

 以上、５特別会計の予算総額は、１３億１，４６９万２千円となり、

一般会計と特別会計の合計は、３８億９，８５１万９千円と編成いた

しました。 

 

私たちは今、新型コロナウイルス感染症のまん延という大きな試練

の渦中にあります。新型コロナウイルスにより、日常生活は一変しま

した。 

本村でも３回目の新型コロナワクチン接種を開始しておりますが、

変異株の大流行などもあり、いまだに先行きは見通せず、厳しい状況

にあります。 

今年の干支（えと）は「壬寅（みずのえとら）」です。 

「壬寅」には、「冬の寒さが厳しいほど、春の芽吹きは生命力に溢れ、

華々しく生まれる年になる。」という意味があるそうです。 

まさしく、「厳しいコロナ禍を過ぎれば、必ずや希望溢れる新たな時

代へ第一歩を踏み出せる飛躍の年。」ではないでしょうか。 

私は年頭に、今年の目標として「結
むす

ぶ」という漢字と、「繋
つな

ぐ」とい

う漢字２文字を選びました。「結ぶ」は、ほかに「けつ。ゆい。」など

と読み、「人とのつながりを持つ。」や「ばらばらなものを一つにまと
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める。」などという意味のほか、ひとつの区切りを意味しております。

また、「繋ぐ」は、「切られたり離れたりしているものを結びつける。」

や「継続する。」などという意味を持ちます。 

昨年９月に村制 65周年を迎えましたが、今日に至る清川の発展は、

先人の知恵と経験の積み重ねであり、村民一人ひとりが清川を想う心

を結び繋いできた証であります。 

新型コロナウイルス感染症との闘いは、予断を許さない厳しい局面

が続いております。また、少子高齢化社会における人口減少や激甚化

する自然災害、誰一人取り残さない社会の実現など、多くの難局や困

難に立ち向かい、村民と心をひとつに、力を合わせ、対処することに

より、この難局や困難は、必ず乗り越えられるものだと思っておりま

す。 

 

今年は、私にとって、結びの年でもあり、未来へ繋ぐ新たな挑戦の

年でもございますので、「未来へつなぐ安心で活力と魅力あふれるき

よかわ」を目指すため、全身全霊で臨む所存であります。 

 

清川村のさらなる発展のため、各施策や事務事業の推進に対しまし

て、議員各位並びに村民の皆様の温かいご理解とご協力を衷心よりお

願い申し上げ、令和４年度の施政方針といたします。 

 

令和４年３月４日 

 

 

清川村長 岩 澤 吉 美



 

 

白紙 

 


