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令和５年度 施政方針 

 

本日ここに、令和５年第１回定例会を招集申し上げましたところ、議員の

皆様方にはご健勝にてご参集を賜り、心から感謝申し上げます。 

本議会におきましては、令和５年度の当初予算を始め、町政の重要な諸案

件につきましてご審議いただくこととなります。それに先立ちまして、令和

５年度に臨む町政運営に関する基本方針と施策の概要を申し上げ、町民の皆

様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

 

昨年を振り返りますと、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、

物価高、エネルギー価格高騰の波が押し寄せた一年でした。町では、町民の

生命と健康、暮らしを守り、誰一人取り残さないことを第一に、町独自の対

策を実施し、町民、町内事業者の皆様の支援に取り組んでまいりました。 

また、一方で、ウイズコロナへ向け歩みだした一年でもありました。新型

コロナウイルスの感染拡大により中止されていたラベンダーまつりや嵐山

まつりなどのイベントを、感染防止対策をしっかり行ったうえで、３年ぶり

に開催いたしました。さらに、ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」放映に

合わせて、「嵐山重忠まつり」も開催し、イベント会場は、たくさんの笑顔

と喜びであふれ、コロナ禍で薄れていた人と人とのつながりのすばらしさを

改めて感じました。 
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さて、私は、町長に就任して以来、「人が宝のまちづくり」を信条に、ま

ちづくりに全力で取り組んでまいりました。おかげさまをもちまして町政は

一歩一歩、着実に前進し続けております。これもひとえに、町民の皆様をは

じめ関係各位のご理解とご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。 

また、新型コロナウイルスの感染拡大が続くなかにおきましては、ひとり

親家庭への支援などに対し多額のご寄付をいただきました。温かいお心遣い

に、改めて心より厚く感謝申し上げます。 

令和５年度は、これまで町の主要プロジェクトとして取り組んでまいりま

した武蔵嵐山駅西口地区整備事業や花見台工業団地の拡張事業が完成を迎

えます。一方で、長年、懸案となっておりました町立嵐山幼稚園の３年保育

などがスタートいたします。また、学校再編につきましても、昨年７月に提

出された答申に基づき、様々な検討が始まってまいります。 

このような新たな事業がスタートするなかで、事業の実現に向け、様々な

課題にしっかりと向き合い、全力で取り組んでいくことは、私たちの責務で

あります。１０年後、２０年後の嵐山町の未来のために全力を尽くしてまい

ります。 

 

始めに、令和５年度予算の概要を申し上げます。 

令和５年度の一般会計当初予算は、６４億６，３００万円と前年度比４．

７％増の予算といたしました。 
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国民健康保険特別会計は、１８億３，５６０万円で前年度比５．３％減、 

後期高齢者医療特別会計は、２億９，９７０万円で前年度比１０．８％増、 

介護保険特別会計は、１５億６，２００万円で前年度比５．２％増、 

水道事業会計は、８億５，８０３万７千円で前年度比３２．８％増、 

下水道事業会計は、７億２,８２８万５千円で前年度比１０．３％増、 

全体予算規模で、１１７億４，６６２万２千円で前年度比５．１％増   

としております。 

 

次に、一般会計の歳入についてご説明申し上げます。 

政府の令和５年度予算案は、約１１４兆４千億円と１１年連続で過去最大

を更新し、税収については、引き続き企業の業績が回復傾向にあることから

前年度比６．４％の増としております。また、地方財政対策では、地方の安

定的な財政運営に必要な一般財源総額について、令和４年度地方財政計画を

上回る額の確保が図られました。 

令和５年度嵐山町の一般会計の町税は、町民税、固定資産税の主要税目に

ついて、前年度に引き続き増収が見込まれるため前年度比５．６％増と見込

んでおります。 

地方交付税につきましては、地方交付税の法定率分となる国税の増加に伴

い、前年度比３．５％増と見込んでおります。 

国庫支出金は、事業の終了に伴う地方創生推進交付金、都市再生整備交付



 

- 4 - 

 

金等の減少により、約２，９００万円減の前年度比３．４％減で計上いたし

ました。 

県支出金は、埼玉県ふるさと創造資金等の増額に伴い、約１，９００万円

増の前年度比４．１％増で計上いたしました。 

町債につきましては、町道１－２３号整備事業等により、建設債は、前年

度と比較し１，０００万円の増となりました。一方、臨時財政対策債につき

ましては、地方財政計画において財源不足額が縮小したことにより、７，８

００万円の減少となり、町債全体としては、６，８００万円減の前年度比２

１．１％の減となりました。 

これにより、町債の令和５年度末現在高見込額につきましては、６０億１，

４５０万円となり、令和４年度末と比較し、およそ４億３，２００万円の減

となり、財政の健全化を図ることができました。 

  

続きまして、一般会計の歳出についてご説明申し上げます。 

歳出の性質別では、人件費が約１，６００万円、扶助費が約６，６００万

円、公債費が約３，８００万円それぞれ増加し、義務的経費全体では約１億

２，０００万円の増加となりました。 

投資的経費では、全体で約４億４，２００万円を計上いたしました。高規

格道路整備事業補助金や埼玉県ふるさと創造資金等の補助金を活用し、町道

１－２３号整備事業、駅西公園改修事業等を行ってまいります。 
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さらに、国において策定された「防災・減災、国土強靭化のための５か年

加速化対策」に基づき、町管理河川の浚渫等を実施し災害の発生予防、拡大

防止に取り組んでまいります。 

物件費では、エネルギー価格の高騰の影響を受け各公共施設の電気料の増

加等により、約２，９００万円増の前年度比２．９％の増、補助費等は、観

光協会への補助金８，０００万円を１，８１０万円と大幅に減額したことに

より、約７００万円減の前年度比０．５％の減、繰出金は、後期高齢者医療

特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金の増により、約１，０００万円増

の前年度比２．８％の増といたしました。 

 それでは、令和５年度の主な事業につきまして、第６次嵐山町総合振興計

画の各種施策に基づきまして、説明させていただきます。 

 

１．協同のまちづくり 

はじめに、『協同のまちづくり』でございます。 

地域コミュニティのなかには、まさしく『まちの宝』と呼ぶにふさわしい

多くのすばらしい人材がいらっしゃいます。新型コロナウイルスの感染拡大

により地域力が低下したなかで、今後、地域コミュニティを維持し、活力の

ある地域づくりを進めるためには、こうした人材の力は、欠かすことができ

ないものです。引き続き、まちづくりの担い手が、自主的な活動に取り組め

るよう積極的に支援を行ってまいります。 
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町では、これまで、多方面からのアプローチにより、定住人口の増加を図

る取組を行ってまいりました。人口減少は、続いていますが、令和５年１月

１日現在では、社人研推計人口を４２９人、目標人口を１３８人上回ってお

ります。今後ともこれに甘んじることなく、様々な取組をより一層推進し、

選んでもらえる、住んでもらえるまちづくりに粘り強く取り組んでまいりま

す。 

インターネット等による差別的な書き込み、性的マイノリティへの偏見や

差別、誹謗中傷などが深刻な問題となっております。差別のない住みよいま

ちを目指して、関係機関と連携し、人権教育・啓発に関する様々な施策を推

進してまいります。 

また、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入し、性の多様性へ

の理解促進を図り、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる社会の実現を目指

してまいります。 

ロシア軍によるウクライナへの軍事進攻により、ウクライナでは、多くの

尊い命が犠牲となっており、国際法に反したロシア軍の攻撃や、人権侵害は

決して許されるものではありません。嵐山町非核平和都市宣言に謳われてい

る世界の恒久平和の確立と平和な社会の実現のため、平和の尊さを啓発する

事業を推進し、平和意識の醸成に取り組んでまいります。 
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２．ひとを育み、学び楽しむまちづくり 

次に、『ひとを育み、学び楽しむまちづくり』でございます。 

私は、町長に就任以来、こども医療費の１８歳までの助成の拡大、第２子

以降への学校給食費の助成を行い、子育て世代への支援を最重要課題のひと

つと位置づけ積極的に行ってまいりました。 

核家族化が進み、さらにコロナ禍により地域のつながりも希薄となり、孤

立感や不安感を抱く妊婦の方や子育て世代も少なくありません。 

妊娠期から出産・子育て期まで伴走型の相談支援と給付金の支給など経済

的な支援を一体的に行い、子育て世代が安心して子どもを産み育てられる環

境づくりに取り組んでまいります。 

さらに、子育てしやすい環境づくりとして、駅西公園を、幼少期の子ども

たちが安心して遊べ、同じ世代の子を持つ親同士が集い、交流できる場とし

てリニューアルいたします。 

町立嵐山幼稚園の３年保育につきましては、子どもたちが毎日元気に登園

できるよう、受け入れの準備をしっかりと行ってまいります。 

また、子どもたちが健やかに成長するためには、安心して過ごせる居場所

が不可欠です。引き続き、子ども家庭支援センターにおいて、子どもの居場

所づくりに取り組んでまいります。 

学校の教育環境につきましては、昨年より校務支援システムを導入し、学

校における業務改善を進めてまいりました。本年度は、すべての小・中学校
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へスクール・サポート・スタッフを配置し、教員の業務改善を進め、教員が

児童生徒一人ひとりと向き合う時間の確保に向け取り組んでまいります。 

学習環境面につきましては、GIGAスクール構想を円滑かつ本格的に推進

するため、前年度に引き続き通信環境の整備を行い、効率的な活用を進めて

まいります。 

また、菅谷小・中学校に学校運営協議会を設置し、保護者や地域の方が学

校運営に参画し、地域とともにある学校づくりを進めてまいります。 

老朽化が課題となっております学校施設につきましては、七郷小学校の屋

内消火設備などの必要な改修を行い、子どもたちが、安心して学ぶことので

きる教育環境を整えてまいります。 

また、老朽化の進む学校プールにつきましては、維持管理費等を考慮し、

玉ノ岡中学校に加え、菅谷中学校においても民間委託を実施してまいります。 

学校の再編につきましては、審議会からの答申を受け、役場内にプロジェ

クトチームを立ち上げ、諸課題の調査研究を進めております。本年度は、基

本計画の策定を行い、次世代を担う子どもたちが、笑顔で、安心して学ぶこ

とができる環境の早期実現に向け全力で取り組んでまいります。 

生涯学習につきましては、様々な学習機会の場の提供や文化・芸術活動の

支援に努め、生涯にわたって学び続けられる環境づくりを推進してまいりま

す。また、教育委員会事務局組織を改編し、生涯学習課を設置することによ

り、生涯学習の推進体制の充実を図ってまいります。 
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３.健康で互いに支えあうまちづくり 

次に『健康で互いに支えあうまちづくり』でございます。 

新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、関係医療機関の協力

のもと、接種を希望される方全てに、無事に終了することができました。今

後のワクチン接種につきましては、国の方針に基づき、対応を行ってまいり

ます。 

健康のまちづくりを進めるためには、一人ひとりが、健康に対する意識を

高め、健康的な生活習慣に取り組んでいくことが大切であります。 

引き続き、特定健康診査やがん検診の受診率向上を図り、疾病の早期発見

に努めるとともに、生活習慣病予防のための相談、教室を実施し、健康寿命

の延伸に取り組んでまいります。 

また、新たな取組として、歯の健康が全身の健康につながることから、歯

科口腔疾患の予防や疾病の早期発見・早期治療に繋げるため、成人歯科健診

を実施してまいります。 

疾病の予防対策につきましては、これまで実施してまいりました、おたふ

くかぜ・中学３年生へのインフルエンザ等の予防接種の助成に加え、満１８

歳を迎える方へのインフルエンザ予防接種の助成を新たに行ってまいりま

す。 

母子の健康づくりにつきましては、乳児家庭訪問や妊婦及び乳幼児の健康

相談・健康診査を実施し、健やかな成長を支える支援や育児不安の解消に努
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め、妊娠期から出産・子育て期まで一貫した伴走型相談支援を実施してまい

ります。 

団塊の世代が７５歳以上となる「２０２５年問題」を間近に控え、介護予

防・フレイル対策など、介護が必要な状態とならないための取組が重要とな

っております。 

町では、これまで、「高齢者の保健事業」と「介護予防」を一体的に実施

し、高齢者への支援を行ってまいりました。引き続き、身体づくりを応援す

る教室や講座を実施し、高齢者の皆様が、住み慣れた地域や家庭で安心して

住み続けることができるよう支援してまいります。 

介護保険事業の運営につきましては、令和６年度から８年度までを期間と

する第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定し、効率的、効果的な

運営に努めてまいります。 

新たに、結婚６０年を迎えられたご夫婦の方々に、ダイヤモンド婚式を開

催してまいります。 

障害者の支援につきましては、障害のあるなしにかかわらず、自らが望む

地域で、自分らしく自立した生活ができるよう、嵐山町障害者福祉計画に基

づき、各種サービスや相談対応の充実を図りながら、それぞれの状況やニー

ズに応じた支援を継続してまいります。 

また、新たな取組として、手話奉仕員養成事業を開始し、手話に対する理

解の促進、手話の普及に努めてまいります。 



 

- 11 - 

 

４.自然とともに生きるまちづくり 

次に『自然とともに生きるまちづくり』でございます。 

地球温暖化による気候変動は、地球規模で異常気象をもたらし、その対策

が、世界的に課題となっております。町におきましては、昨年３月に、２０

５０年までに二酸化炭素排出量実質ゼロのまちを目指す「嵐山町ゼロカーボ

ンシティ宣言」を表明いたしました。 

本年度は、嵐山町環境基本計画兼ストップ温暖化地域推進計画の見直しを

行い、二酸化炭素排出量実質ゼロに向けた具体的施策を位置付けた計画を策

定してまいります。 

また、取組のひとつとして、新たに、公用車への電気自動車の導入を図り、

二酸化炭素排出量削減に努めてまいります。 

ごみの適正管理につきましては、町民の皆様や事業所の方々に、再資源化

に積極的に取り組んでもらえるよう、生ごみの水切りやごみの分別方法につ

いて、一層の周知を行い、ごみの減量化に努めてまいります。 

また、町民の皆様からご要望の多い生ごみ処理機の補助金につきましては、

予算を拡大し、ごみの減量化の支援を行ってまいります。 

水道事業につきましては、「嵐山町第２次地域水道ビジョン」に基づき、

老朽化した管路の更新や主要管路の耐震化を実施し、引き続き、安心で安全

な水の安定供給に努めてまいります。 

生活排水対策では、公共下水道事業につきましては、老朽化が著しく進ん



 

- 12 - 

 

でいる路線について、カメラ調査、管渠の布設替を実施し、適正な維持管理

に努めてまいります。町管理型浄化槽整備促進事業につきましては、単独処

理浄化槽や汲取りからの町管理の合併浄化槽への切り替えを促進し、河川等

の水質向上に努めてまいります。 

また、人口減少が進むなかで、持続可能な運営が図れるよう、上下水道事

業それぞれの経営戦略の見直しを行ってまいります。 

 

５.安全・安心で活力あるまちづくり 

次に『安全・安心で活力あるまちづくり』でございます。 

昨年７月に発生した集中豪雨では、嵐山町でも、これまで経験したことの

ない雨量となり、災害は、いつ、どこで起きてもおかしくはないことを改め

て痛感いたしました。 

様々な災害で被害を未然に防止し、最小限にとどめるには、日頃からの備

えや住民同士の助け合いが非常に大切であります。 

本年度は、町内全域を対象に、地域の自主防災会を中心とした避難訓練や

避難所開設・運営訓練、安否確認訓練等を実施し、地域防災力の向上を図っ

てまいります。 

さらに、日頃からの防災意識を高めてもらうために、気象防災アドバイザ

ーによる研修会を実施してまいります。 

町における犯罪につきましては、高齢者を狙った特殊詐欺の発生件数が、
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増加傾向にあります。警察などの関係機関・団体との連携を強化し、犯罪の

抑制に努めてまいります。また、引き続き、防犯ボランティアによるパトロ

ールや児童の見守り活動など自主的な活動への支援を行い、安全で安心なま

ちづくりを進めてまいります。 

交通安全対策につきましては、交通安全教育や事故防止の啓発活動に取り

組むとともに、カーブミラー・防護柵など交通安全施設の整備を行い、交通

事故の起こりにくい環境づくりに努めてまいります。 

計画的なまちづくりにつきましては、人口減少や少子高齢化など社会変化

に対応し、これまで以上に持続可能なまちを構築していくために、立地適正

化計画の策定に着手してまいります。 

平沢土地区画整理事業につきましては、昨年、換地処分が終了し、本年度

は、清算事務を行うことになるとのことです。清算事務が、滞りなく進むよ

う、資金の貸付を行い、引き続き、組合を支援してまいります。 

幹線道路の整備につきましては、事業の早期実現に向け、都市計画道路町

道１－２３号の用地取得、物件補償を進めてまいります。 

また、舗装が著しく老朽化している幹線道路につきましては、舗装の修繕

や側溝の整備工事を実施し、安全に通行できる道路環境の整備に努めてまい

ります。さらに、舗装構成調査を実施し、舗装の維持管理を計画的におこな

ってまいります。 

生活道路では、昨年より着手した根岸１０号線について、用地取得を進め
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てまいります。また、地区から出される様々な要望につきましても、可能な

範囲で対応してまいります。 

公共交通につきましては、高齢者や妊産婦へのタクシー券助成を継続しな

がら、立地適正化計画の策定に合わせ検討を進めてまいります。 

町の産業を発展させることが、地域経済の活性化や地域全体の活力アップ

をもたらし、町を持続的に発展させることにつながります。 

農業につきましては、農業従事者の高齢化が進むなか、担い手不足等の問

題はありますが、若手新規就農者も順調に育っております。引き続き、新規

就農希望者に対し、就農から定着まで切れ目のない支援を行い、次世代の農

業を担う人材の育成・確保に努めてまいります。 

スマート農業につきましては、昨年、農業用ドローンによる実証を行い、

大変良い結果が得られたことから、らんざん営農において、本格的に導入す

る予定です。生産性の向上や労働力不足に対応するために、引き続き、スマ

ート農業の取り組みを推進してまいります。 

嵐山町産のラベンダーや農林６１号を利用した加工品や特産品は、ふるさ

と納税の返礼品として提供を開始いたしました。さらに、ため池を利用した

伝統農法が「日本農業遺産」に認定されたことを最大限に活かし、商品の PR

や販路拡大を行い、６次産業化を推進してまいります。 

商工業の振興につきましては、本年４月より施行される「嵐山町中小企業・

小規模企業振興条例」を踏まえ、地域社会の経済や雇用を支える担い手とし
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て重要な役割を果たしている中小企業等を支援してまいります。  

昨年度より開始した住宅リフォーム補助事業につきましては、大変ご好評

をいただいております。引き続き、町内事業者への支援を行ってまいります。 

花見台工業団地の拡張につきましては、埼玉県企業局による造成工事が本

年度完了する予定です。また、川島地区の産業団地の整備につきましては、

土地区画整理事業の業務代行予定業者が決定し、産業団地の整備に向け、関

係機関との調整を進めております。 

引き続き、町民の雇用の確保、税収の確保につながる企業誘致に取り組み、

町の活性化に努めてまいります。 

観光の推進につきましては、引き続き、観光協会を支援し、嵐山渓谷やラ

ベンダー園などの観光資源を有効に活用し、誰もが訪れたくなるような魅力

ある観光地づくりに取り組んでまいります。 

 

６.推進方策 

町では、これまで、情報通信技術の進歩や国が推進する自治体 DXに対し

て適切に対応するため、情報セキュリティ対策を含めた情報システムの更

新・整備を行ってまいりました。 

本年度は、将来的なガバメントクラウドへの移行を見据え、住民記録など、

基幹系 20業務のシステムを、国の策定する標準仕様に準拠したシステムに

入れ替える「自治体情報システムの標準化・共通化」に向けた取組を開始し、



 

- 16 - 

 

自治体 DXを推進してまいります。 

マイナンバーカードにつきましては、スマート自治体を推進するための基

盤となることから、引き続き特別開庁などを行い、普及促進に努めてまいり

ます。また、マイナンバーカードを利用した転入・転出ワンストップ申請支

援サービスを導入し、町民の利便性向上を図ります。 

自主財源の根幹となる町税につきましては、インターランプ内や花見台工

業団地内における新たな企業の操業開始による固定資産税の増加により増

収となる見込みです。引き続き、企業誘致を積極的に行い、自主財源の確保

に努めてまいります。 

また、新たな自主財源の確保対策として進めております、ふるさと納税に

つきましては、全国の皆様から温かいご支援をいただき、令和４年度は、５，

０００万円を超える見込みとなっております。引き続き、嵐山町を応援して

いただけるよう、魅力ある返礼品の開発や、情報の発信を行い、ふるさと納

税を推進してまいります。さらに、企業版ふるさと納税制度の活用を開始し

てまいります。 

令和５年度当初予算編成においては、公債費など義務的経費が増加するな

かでも、今後見込まれる財政需要に対応するため、財政調整基金残高の確保

や町債残高の抑制を図ったところです。町の財政状況は、改善傾向にありま

すが、この状況に決して油断することなく、計画的な財政運営を進めるとと

もに、事務・事業の効率化、改善などに取り組み、健全で持続可能な財政運
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営に努めてまいります。 

 

大野元裕埼玉県知事は、新年の挨拶の中で、「本年はポストコロナを見据

え、様々な改革に取り組んでいく」とのメッセージを発しました。また、国

においては、本年５月８日に新型コロナウイルスの感染症分類を２類から５

類に変更する予定であります。町といたしましても、この動向に遅れること

なく、一つひとつの事業を着実に進展させ、町民の皆様の健康増進、福祉の

向上に全力で取り組んで参る所存であります。 

議員各位を始め町民の皆様には、引き続き特段のご理解とご協力を賜りま

すよう心からお願い申し上げ、令和５年度の施政方針とさせていただきます。 

 

令和５年２月２４日 

 

嵐山町長 佐久間 孝光
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