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町 政 執 行 方 針 

 

 平成25年第１回町議会定例会の開会にあたり、町政執行方針

を申し上げます。 

 東北地方を襲い未曽有の被害をもたらした東日本大震災から

２年が過ぎ、時間が経過すると人々の思いが薄れていくと言わ

れますが、痛ましい結果を忘れないことが被災者、そして被災

地への思いであると信じるものであり、改めて哀悼の意を表し

ます。 

 本年は、浦幌町第３期まちづくり計画前期実施計画の中間年

にあたり、そして浦幌町長の重責を担わせて頂くこととなって

の折り返しの年であります。 

 浦幌町第３期まちづくり計画の着実な執行と町長としての使

命の大きさと責任の重さにさらに身を引き締め、町民との協働

のまちづくりに向けた取組を果たすべく決意を新たにしている

ところであります。 

 常に町民の目線に立ち第３期まちづくり計画に掲げておりま

す「みんなの知恵・世代を超えて創るまち」を進め、協働のバ

イブルとなる「町民参加条例」による行政の責務を進めること

が本町のさらなる活性化につながり、夢と希望のもてるまちづ

くりを進めると確信するものであります。 

 現在、日本が置かれている環境は内外において決して安定し

ている状況にはなく、特にＴＰＰ問題は農業王国と称されてい

る十勝には計り知れない打撃を与えると言われており、至上原

理主義的な自由経済における環境が進むことになると他の産業、

行政サービスにも想定できない影響が懸念されるものでありま

す。 

 国政においては昨年、国民の選挙において政権が交代し、非
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常に大きな関心が寄せられている中にあって地方交付税の減額

措置を伴う平成25年度政府予算案が示されましたが、地方交付

税について国は従前から地方の固有財源と言ってきており、国

の予算編成における財源措置としての交付税減額は懸念を感じ

ざるを得ません。とりわけ過疎市町村において大きく財源を依

存しており、その配分措置には不安要素が拭えない状況であり

ますが、景気回復を最優先課題として取り組むとも言われてお

り、その成果を期待するものであります。 

 近年は、局所的な気象の変化がもたらす災害が日本国内各地

で発生し、従前の対策では対応しきれないような状況もあり、

防災対策をさらに充実し、町民の皆様に少しでも多くの安心安

全な環境を整えてまいりたい思いであります。 

 自主財源に多くを望めない環境にあって、財政健全化を伴っ

た本町の行政基盤をより強固にするため、課題解決に向けて職

員とともに柔軟に、かつ機敏に最大限の力をもって町政執行に

取り組んでまいる所存でございます。 

 平成25年第１回町議会定例会に予算をはじめ諸重要案件を上

程し、ご審議を賜るにあたり、町政執行に対する私の基本的な

考え方と所信を申し上げ、議会議員の皆様並びに町民の皆様の

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げたいと存じます。 

 町政運営の基本として行政計画において最上位にある「浦幌

町第３期まちづくり計画」に基づき産業の振興から協働のまち

づくりまでの全分野での計画執行と最重要課題であります人口

減少対策としての重点プロジェクトである「子どもを産み育て

る環境の整備充実」「雇用機会の新規創出」「居住環境の整備充

実」をさらに継続して進めてまいります。 

 平成25年度政府予算案において地方交付税減額と公共投資増

額措置が一対となっていますが、地方への公共投資分及び国直
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轄の公共投資に係って詳細が判明しておらず、町の平成25年度

予算編成、特に国庫補助に係る事業において時間的に対応が困

難で今後、国の予算成立を待って対応することも考えられます

ことをご理解賜りますようお願いいたします。 

 このような状況の中、平成25年度予算においては行政の効率

的運用と財政基盤強化を図るため「財政の健全化」に努め、第

３期まちづくり計画と町政執行の両輪をなす「行財政改革プラ

ン2011」による厳しい変革の時代に対応する行財政運営を基本

に予算編成を行ったところであります。 

 一般会計予算は総額58億9,100万円で前年度当初予算比３億

2,150万円5.8％増、８特別会計を合わせた総額は88億2,501万円

であり、前年度当初予算比４億3,625万円5.2％増となっており

ます。 

 一般会計歳入につきましては、町税収入が前年度当初予算比

3.2％増の５億1,909万円を見込み、歳入の大半を占める普通交

付税は前年度当初予算比4.6％増の31億7,000万円、臨時財政対

策債は前年度当初予算比4.8％減の２億円を見込み、普通交付税

に臨時財政対策債を加えた実質的な普通交付税の総額は前年度

当初予算比4.0％増の33億7,000万円を見込みました。 

 本定例会に予算案を上程しており、予算審議の中で個々具体

的な内容につきましては担当課長等から説明させますが、主要

な施策について申し上げたいと存じます。 

 

１ 産業の振興 

 平成24年十勝管内農業協同組合取扱高の概算では過去最高の

2,630億円となり、商社系100億円程度を含めれば、初めて2,700

億円台を突破したとみられ、農業粗生産額3,000億円を掲げる十

勝農業にとって、その達成に現実味を帯びてきたものと考えて
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おります。 

 このような中で、農業情勢は、昨年末の政権交代によりこれ

までの農業政策の見直しが行われるなど、今後どのような施策

が展開されるのか予断を許さないことから、その動向を注視し

ていかなければならないものと考えております。 

 特にＴＰＰ交渉参加問題については、自由民主党は先の衆議

院議員総選挙において「『聖域なき関税撤廃』を前提とした参加

に反対」と選挙公約を掲げたものの、政権交代により誕生した

安倍首相は未だ参加の是非について態度を明確にしておらず、

自由民主党内にはＴＰＰ交渉参加に積極的な意見も多数あり、

決して楽観できる状況ではありません。 

 農業をはじめ一次産業を基幹とする本町においては、ＴＰＰ

への参加によって地域全体が崩壊する事態も想定されることか

ら、先般、町内の多くの関係機関・団体のご協力を得ながら町

民を対象とした「ＴＰＰセミナー」を開催したところですが、

今後とも町議会をはじめ関係機関・団体とさらに連携を強め、

引き続きＴＰＰ交渉参加絶対阻止に向けた活動を継続してまい

ります。 

 ここ数年、天候不順により被害の発生が続いた畑作物は、５

月上旬の大雨や収穫時期における記録的な残暑の影響はあった

ものの、小麦は「きたほなみ」に全面作付転換して以来、初め

て収量・品質共に良好な出来となるなど全般的にはまずまずの

作柄となりました。 

 本町の重要な畑作物の一つである馬鈴しょは、近年、ジャガ

イモシストセンチュウによる収穫量減の被害が十勝管内におい

て拡大しており、本町においては現時点でジャガイモシストセ

ンチュウの侵入は確認されておりませんが、侵入を未然に防ぐ

ため関係機関が連携してこの対策に取り組む「ジャガイモシス



 - 5 -

トセンチュウ侵入防止対策事業」また、実需者から要望の高い

豆類の品種については、シストセンチュウによる被害が生産を

不安定にしているため、この対策として緑肥ヘイオーツの播種

を奨励する「ダイズシストセンチュウ・ネグサレセンチュウ密

度低減対策事業」をそれぞれ平成25年度から３年間実施してま

いります。 

 農地基盤の根幹をなす生産基盤の整備につきましては、引き

続き浦幌地区道営畑地帯総合整備事業を推進するとともに、近

年の長雨傾向に対処する町単独事業による明渠、暗渠排水など

の排水改良、土層改良などの圃場整備を進め、さらに圃場の透

排水性を向上させる対策として「緊急農地排水不良改善対策事

業」を引き続き実施してまいります。 

 また、新規事業として、合流地区畑地帯総合整備事業の平成

26年度事業着手に向けて、計画樹立委託業務を実施してまいり

ます。 

 これらの取組が一助となって、昨年以上の豊穣の出来秋が迎

えられることを念願してやまないところであります。 

 畜産につきましては、家畜排せつ物処理施設整備事業に対す

る受益者の負担軽減、乳牛検定組合及び酪農ヘルパー事業につ

いて継続支援するとともに、良質粗飼料増産対策事業による高

位生産草地更新や飼料用とうもろこしの作付面積の拡大等によ

る良質自給飼料の確保や、昨年、第29回北海道肉用牛共進会に

十勝代表として出陳した「ことこ号」が、未経産の部最高位賞

を受賞され、町内繁殖肉用牛の飼養技術が高いレベルにあるこ

とが証明されましたが、優良肉用繁殖雌牛導入促進事業では優

れた黒毛和種雌牛の導入支援をすることにより、引き続き肉用

牛の資質向上と地域の肉用牛生産基盤の強化促進を図ってまい

ります。 
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 高齢化や後継者不足など酪農家の減少による酪農生産基盤の

維持確保が危惧される中、安定的な生乳生産量を確保するため

緊急対策として平成24年度から新たに実施している「酪農生産

基盤拡大緊急対策事業」及び「優良後継牛確保緊急対策事業」

により、計画的な経産牛の増頭と優良後継牛確保による、安定

した生乳生産量の確保・拡大を図ってまいります。 

 また、家畜伝染病のまん延が危惧されていることから、家畜

伝染病自衛防疫推進事業に対しても継続的に支援を実施してま

いります。 

 昨年度から計画的に進めている模範牧場の施設整備について

は本年度、畜舎を新築するとともに作業機械等を導入し、昨年

建設したバンカーサイロを利用したサイレージでの栄養価の高

い自給飼料の供給と飼養環境の向上により育成牛の発育増進を

図り、酪農家の生産基盤の確保に努めるとともに哺育環境向上

のため哺育舎の新築に向けた実施設計を実施してまいります。 

 林業につきましては、昨年からの長引く円高により安価な輸

入材との競合などから道産木材の需要及び木材価格が低迷し、

非常に厳しい状況が続いておりましたが、昨今の為替状況にお

いて円高から円安に転じたことを受け、製材工場の受注が増加

し始め、原木の集出荷も活発な動きを見せ始めております。本

町としましても、昨年の森林法改正により変更を行った浦幌町

森林整備計画に基づいた森林の整備を促進し、適切な管理を行

うことにより持続可能な森林づくりが必要と考えております。 

 本町の状況としましても伐期を迎えた人工林の主伐が進む中、

情勢を的確に把握しながら木材の安定した供給に努めることが

重要と考えております。今後も植栽・下草刈・除伐に対する町

単独補助事業を継続して、健全な森林の育成のため普及啓発活

動を関係機関と連携し、森林の保全育成に欠かせない施業を適
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時・適切に実施してまいります。 

 漁業につきましては、３年連続で、本町の太宗漁業である秋

さけ定置網漁につきまして未曾有の不漁、他の魚種につきまし

ても総体的な水揚げ高の低迷及び燃油高騰により、漁業を取り

巻く環境は非常に厳しい状況下にあります。 

 こうした中、沿岸漁業を支えるためには、資源管理型漁業の

推進による水産資源の維持・増大を図ることが重要であり、引

き続きさけ増殖事業やマツカワ・クロソイ等の中間育成事業に

対し助成支援を実施するとともに、漁場の環境保全のため、様々

な悪影響を及ぼしているヒトデの駆除対策事業においても同様

に継続して助成支援してまいります。 

 また、厚内及び十勝太共同作業所の改修整備事業につきまし

ては、施設の経年劣化及び環境整備のため必要最小限の整備を

行うとともに、北海道が事業主体として実施しております厚内

漁港の整備につきましても、着実な整備促進が図られるよう、

今後とも政務活動の中で継続的に要請してまいります。 

 商工業の振興施策につきましては、本年４月から中小企業振

興条例に基づく町融資について、対象資金の追加や対象となる

融資額の拡充及び融資期間の延長、また、利子補給額及び保証

料補給金の拡充を行うための予算を計上し、景気悪化に伴い経

営困難に陥らないよう国等の施策も活用しながら、地域経済の

活性化に向けて、引き続き商工会との連携強化を図りながら支

援に努めてまいります。 

 また、消費税の増税が予定されていることにより地域におけ

る消費が落ち込むことが予想されることから本年度、商工会が

プレミアム商品券発行事業を実施することとしておりますので、

町としてその支援策を講じてまいります。 

 観光の振興につきましては、森林公園、道の駅及び留真温泉
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を核として、それぞれの施設において、指定管理者による創意

工夫を助長し、さらにサービスの向上により利用者の増加を図

ってまいります。 

 なお、留真温泉への送迎バス運行については、町民の利用促

進を図るため、市街地区及び各地域方面からの送迎を引き続き

行ってまいります。 

 道東自動車道の道央圏延伸により、道央圏などから十勝へ観

光等を目的とした交流人口の増加は顕著であり、インターチェ

ンジを持つ本町としましても、管内関係機関で構成する協議会

などを通じたオール十勝の取組である十勝管内のサービスエリ

ア・パーキングエリアを活用した連携型情報発信を行うプロジ

ェクトに参加し、本町への交流人口の拡大に向けた取組を行っ

てまいります。 

 また、本町の貴重な観光資源のＰＲとして、森林公園、道の

駅及び留真温泉を中心とした広告宣伝費を大幅に増額するとと

もに、特に留真温泉につきましては、国道38号線から市街地を

経由した誘引を図るために、案内看板を２基設置してまいりま

す。 

 

２ 雇用対策 

 雇用対策につきましては、雇用環境が全国的に厳しい中で、

町内における雇用機会の不足が大きな問題となっており、町外

企業の積極的な誘致や既存事業所への支援など、各種産業振興

施策を一体的に推進し、ハローワーク等関係機関との連携によ

り、雇用機会の確保及び雇用の促進に努めてまいります。 

 就労対策として「ふるさと東十勝通年雇用促進協議会」の計

画に基づき資格の取得助成など、通年雇用化へと導くための季

節労働者救済対策事業を進めてまいります。 
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 また、本年度より町内の中小企業に就業する従業員等の福利

厚生の向上を図るため、一般財団法人とかち勤労者共済センタ

ーへの加入を奨励し、この加入に係る経費を補助する「中小企

業勤労者福利厚生共済加入奨励補助金交付事業」を実施し、労

働力の確保と定着及び勤労意欲の向上に努めてまいります。 

 

３ 子育て支援・福祉・保健予防・医療対策 

 子育て支援については、重点プロジェクトで申し上げます。 

 社会福祉、社会保障の向上及び増進につきましては、障害者

自立支援法を基に各種障害福祉サービスを提供しておりました

が、平成25年４月１日からは新たに「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律」、いわゆる障害者総合支

援法が施行されることに伴い、本町では第２期浦幌町地域福祉

計画並びに第３期障がい福祉計画に基づき、各種障害福祉サー

ビスの向上を図ってまいりますとともに、各種福祉施策を含め

国及び北海道の動向を注視し、適時・適切に対応いたします。 

 児童福祉につきましては、次世代育成支援対策推進法に基づ

き策定した浦幌町次世代育成支援後期行動計画及び浦幌町第３

期まちづくり計画に基づき、今後におきましても各計画に即し

た事業の推進に努めてまいります。 

 浦幌町児童デイサービスセンターくれよん広場につきまして

は、関係法令の一部改正に伴い、「浦幌町子ども発達支援センタ

ー」と名称を変更して、従前と同様の療育の支援活動を継続し

てまいります。 

 児童虐待等につきましては、「浦幌町要保護児童対策地域協議

会」において関係機関及び団体等と密接な連携を図りながら、

児童虐待のみならず各種児童相談に適切に対応してまいります。 

 介護保険事業運営及び老人福祉サービスの提供につきまして
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は、第５期浦幌町老人福祉計画・介護保険事業計画に基づいた

事業運営及びサービスの提供を行ってまいりますが、年々利用

者の増加傾向が予測されることから、より一層の介護予防対策

に努め、介護サービスの充実に努めてまいります。そのため、

地域包括支援センターでは、引き続き高齢者の健康と生活の様

子や地域の支援の実態把握を民生委員協議会等関係機関との連

携、協力のもと全町的に実施し、高齢者ができる限り住み慣れ

た地域で自立した生活を送ることができる環境づくりに努めて

まいります。 

 また、高齢者や障がい者を地域と町行政が協働して支え合う、

「高齢者・障がい者見守りネットワーク事業」を展開し、社会

的に孤立しやすい高齢者や障がい者の見守り体制を整備してま

いります。 

 保健予防につきましては、安心して出産し、子育てができる

よう、妊婦健康診査の助成や乳児一般健康診査の助成、任意予

防接種の助成を行うとともに、子育てに必要な情報提供及び母

子の健康を支えるための妊婦訪問支援や、新生児・乳児訪問支

援、乳幼児健診を行ってまいります。 

 成人や高齢者の健康を守るために実施しております、特定健

康診査や各がん検診につきましては、受診率向上を目指して、

体制の整備と内容の充実を図り、医療機関等の関係機関と連携

を図りながら、生活習慣病の発症予防や重症化の予防に努めて

まいります。 

 町立診療所の運営につきましては、昨年４月、榊原先生に新

所長として着任をして頂き、また前所長の菅原先生には月２回

の診療をお手伝いして頂く体制が１年を経過するところであり

ます。 

 医師確保が非常に難しい中、前所長の菅原先生にご協力を頂
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けることは感謝に堪えないところであります。 

 また、医療法人多田医院の小野寺悠太先生におかれましても

お父様同様に町立診療所の業務にご協力を頂いている事、心か

ら感謝申し上げる次第であります。 

 現在の町立診療所の施設は平成10年６月30日に竣工し、以来

14年が経過したところであります。 

 医療機器や設備においては、耐用年数を迎え老朽化や故障し

た際の部品の確保が難しくなってきており、年次計画的な更新

整備が必要となり、本年度において計画に基づき医療機器の更

新充実を図るものであります。 

 施設におきましては近年、夏場の高温化が続いており院内の

冷房対策について急務となっており、エアコン設備の増設を実

施してまいります。 

 診療体制におきましても菅原先生のご協力を頂き、月２回の

午後診療から毎週水曜日の午後診療にして頂き、榊原所長には

手術、入院病棟診療及び在宅医療等の充実を図る体制にしてま

いります。 

 引き続き本町に必要とされる医療スタイルを求め、町民の皆

様に、より安心、より信頼して頂ける診療所づくりに努めてま

いります。 

 後期高齢者医療制度につきましては、介護保険・公的年金等

と併せ、持続可能な社会保障制度の確立のため国では、昨年よ

り社会保障制度改革国民会議を設置し、現在その協議がされて

いるところです。国民会議での報告を受け、国の方針が決定さ

れるまでは現行の制度が継続となることから、引き続き後期高

齢者医療制度のＰＲに努めてまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、国民健康保険事業の「特

定健康診査・特定保健指導」について、第二期特定健診等実施
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計画に基づき、受診率向上のために該当となる被保険者に対す

る受診の勧奨と「特定健康診査」にあっては集団及び個別での

健診の促進、「特定保健指導」にあっては動機付けの促進と積極

的な支援にあたり、健診受け入れ医療機関との調整を行い、よ

り多くの方が最寄りの医療機関等で健診が受けられるように引

き続き進め、医療費適正化に向けた取組と併せて、持続的かつ

安定的な国民健康保険事業特別会計の適正で健全な運営の確保

に努めてまいります。 

 また、30歳から65歳までの５歳刻みの節目で年齢を迎えられ

る被保険者を対象とした国保人間ドック事業も継続して行い、

若年層から総合的に健康診査を受ける習慣と生活習慣病の早期

発見及び早期治療に結び付けて総医療費の抑制に努めてまいり

ます。 

 公衆浴場については、引き続き平成25年度から平成29年度ま

での５年間を指定管理者制度による管理委託を行い、老朽化に

伴う設備整備を実施し、指定管理者との連携を深め利用者のサ

ービス向上に努めてまいります。 

 

４ 教育・文化及びスポーツの振興 

 教育委員会と緊密な連携を図りながら学校教育と社会教育が

一体となった施策を展開し、人づくり、まちづくりを進めてま

いります。 

 児童生徒の安全・安心を確保するため、学校施設非構造部材

耐震点検を全小中学校で実施するほか、学校給食用食材の放射

能検査の実施により食の安全・安心に十分に努めるとともに、

栄養教諭を各学校に派遣し、積極的に食育を推進してまいりま

す。 

 各公民館を中心に地域の特性を生かした生涯学習を推進し、
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社会体育施設については、指定管理者との連携を深め、利用者

へのサービス向上や効果的・効率的な施設運営を行うとともに、

町民協働のまちづくりを目指して、今後とも社会体育関係団体

の皆様方のご理解、ご協力をいただきながら、円滑な運営に努

めてまいります。 

 

５ 環境対策 

 町内の住宅、事業所、店舗並びに農林漁業施設等を対象とし

た再生可能エネルギーの導入に対し補助金を交付している「太

陽光発電システム導入補助事業」並びに「木質ペレットストー

ブ導入支援補助事業」につきましては、本年度より町内業者が

施工した場合に、ハマナス商店会が発行する商品券を交付し、

より一層の普及促進を図ってまいります。 

 ゴミの減量化や分別について一層推進し、不法投棄防止看板

やゴミ捨て禁止看板等を設置し環境美化に努め、町民意識の高

揚と啓発を行いながら不法投棄パトロールを実施するとともに、

悪質な違法行為に対しては北海道警察と連携し厳しく対処して

まいります。ゴミ捨て禁止看板については、昨年度各小学校の

協力により看板を作成し設置することができました。本年度に

ついても、「太陽への手紙事業」で町内各小学校の児童から「ゴ

ミ捨て」への多くの意見をいただいていることから、継続して

小学生と協働で看板の制作に取り組んでまいります。また、老

朽化に伴い塵芥処理車１台を新規更新し、ごみ収集体制に影響

のないよう対応してまいります。 

 ペットの適正な飼育管理については、動物の飼い主としての

責任を十分に自覚し、その動物の本能、習性等を理解して適正

に飼育していただくよう、啓発等を実施してまいります。 
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６ 快適な生活ができるまちづくり 

 地域公共交通体系の充実については、公共交通空白地域や不

便地域の解消による定住促進、高齢者や車を運転できない、い

わゆる交通弱者の移動手段の確保に加えて、公共交通を活用し

た中心市街地活性化などの検討を行うため、浦幌町生活交通ネ

ットワーク計画協議会にて公共交通体系の現状分析、利用実態

やニーズ調査、コミュニティバスの実証試験運行を実施し、地

域の公共交通の確保、維持改善に係る浦幌町生活交通ネットワ

ーク計画の策定に取り組み、本町の実態に即した長期的で持続

可能な交通システムの構築を目指してまいります。 

 地域の活性化や住民生活の利便性、安全・安心を確保するた

めの最も基本的なインフラである道路網としての町道整備につ

きましては、新規事業として、改良舗装工事１路線、舗装工事

１路線さらに、効果促進事業として橋梁長寿命化修繕計画の策

定、継続事業として２路線の改良舗装工事を実施するとともに、

緊急度に応じて安全性を確保するために、経済的かつ計画的な

維持・補修を実施してまいります。 

 住宅施策につきましては、住生活基本計画及び公営住宅等長

寿命化計画に基づき「誰もがいつまでも安心して生活できる住

まいづくり」を基本理念として、老朽化の著しい公営住宅につ

いて本年度も公営住宅買取事業による整備をしてまいります。 

 さらに、住宅リフォームに対する補助の継続と耐震診断及び

改修に要する経費の一部補助を合わせて行ってまいります。 

 公共下水道につきましては、平成２年３月に浦幌終末処理場

が供用開始して以来、適正な維持管理に努めてまいりましたが、

標準的耐用年数が経過している機器等もあり、老朽化に伴い、

機能維持が困難な機器及び設備等の更新を浦幌町公共下水道長

寿命化計画に基づき実施してまいります。 
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 また、個別排水処理につきましては、平成９年度から合併処

理浄化槽の整備を進め、その維持管理に努めているところです

が、本年度も新たな設置を予定しております。 

 簡易水道につきましては、給水区域の拡張整備として、宝生

高台地区の年度内完了に向けた、配水管新設工事及び下浦幌地

区道営営農用水事業による配水管路工事を継続して実施すると

ともに、十勝太地区の一部配水管の新設工事及び厚内地区計装

設備の更新工事を行い、水道水の今後さらなる安定供給を図り

ます。 

 地籍調査事業につきましては、土地所有者の権利保全、境界

紛争の未然防止、災害における復旧、公共事業の円滑な実施等

を目的に行っています。平成５年度に着手以来20年が経過し、

進捗率は45.1％でありますが、本年度は事業継続地区として、

帯富の一部地区9.14㎢について実施してまいります。 

 交通安全及び防犯運動の推進につきましては、昨年、北海道

は交通事故死者数が一昨年の６位から２位、前年対比で10名の

増加となりました。本町においては交通事故死者ゼロを更新し

ておりますが、交通事故防止に向け今後においても交通指導員

による安全指導等のご協力のもと町民の皆様とともに交通安全

の推進に取り組んでまいります。 

 社会の進展とともに多様化する犯罪が多発する現代にあって、

防犯指導員の巡回等のご協力と、北海道警察との連携を密に事

故や犯罪のない明るい町の実現に努めてまいります。 

 また、町民や事業者、北海道警察等と町が連携して暴力団排

除に取り組んでいくため、基本理念や暴力団排除の推進に必要

な事項を定めた「浦幌町暴力団排除条例」を制定し、町民の安

全で平穏な生活を確保して、地域社会経済の健全な発展に努め

てまいります。 
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 消費者対策につきましては、消費者を取り巻く生活環境が複

雑かつ多様化する中で、全国的に振込め詐欺や悪徳商法等の被

害があとを絶たない状況にあります。こうした被害から町民を

守るため、今後も浦幌消費者協会、北海道警察との連携を図り

ながら消費者への情報提供や啓発活動等、各種消費者対策を推

進し、被害等の未然防止に努めてまいります 

 

７ 防災・消防・救急体制の充実 

 東日本大震災から２年が経過し、その災害の大きさを改めて

意識するとともに津波や風水害等による災害から町民の生命、

財産を守るため、安心して暮らせる防災対策の充実が緊急かつ

重要ととらえ、昨年度は関係機関のご理解とご協力を賜り防災

事業の軸である地域防災計画の改訂を行い、対策事業として沿

岸地域を中心とした防災行政無線等の整備や地区住民の皆様と

ともに津波避難計画の策定を進め、さらには新たなハザードマ

ップの作成を行い近く町民、皆様にお届けすることとなるもの

であります。  
 平成25年度においては、津波避難対策として避難路及び避難

場所等による避難訓練の実施に向け町民との協議を進め、さら

には自主防災組織の必要性について地区住民との対話を行い、

防災知識の普及を図ってまいりたいと考えております。  
 避難所に係る整備について浜厚内生活館裏の避難所造成及び

道路新設の整備を実施してまいりますが、避難計画が本年３月

に策定となったため各避難所へ通じる避難路の補強対策につい

て、町道に係り本予算への計上は困難であり、今後、早急に補

強対策を精査積算した後、次期町議会に改めて関連予算をご提

案申し上げたくご理解を賜りますようお願いいたします。  
 また避難路において一部、国道、道道を指定利用するとして
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おり道路管理者が国、北海道であることから避難路確保につい

ての対策に係り、それぞれ強く要請してまいります。  
 町民の生命・身体・財産を守ることを最大の使命とした消防・

救急業務につきましては、体制の充実強化を図るため、年々そ

の整備を進めてきているところであります。 

 平成28年５月31日から施行される電波法の改正に伴い、消防

救急無線におけるデジタル化移行に向けた充実強化を図るため

昨年度、実施した基本設計に引き続き、実施設計を行うことと

し、帯広市に委託をして進めてまいります。 

 消防団の活性化につきましては、消防団員としての資質向上

と士気高揚を図るとともに、町内各分団における消防演習を行

い、町民と一体となった防火の普及に努めてまいります。 

 救急体制につきましては、高規格救急自動車において更新を

行い救急業務における高い環境を保持してまいります。 

 近年の高齢化を背景に救急要請が増加する傾向にある中で救

急活動における救急隊員の技術向上が求められており、さらな

る救急業務体制の確立を図るため、救急救命士の就業前教育を

始めとして、気管挿管・薬剤投与・生涯教育等の講習への派遣

を進め、救急隊員の資質向上を図ってまいります。 

 

８ 定住・移住・交流人口の拡大対策 

 民間サイドにおける「うらほろ子ども食のプロジェクト」が

中心となり、町内の農林漁家で大阪方面など都会からの修学旅

行や北海道教育大学の学生等の受け入れが行われており、今年

も道内外から多くの学生が本町の恵まれた自然環境の中で農林

漁家での民泊体験を行う予定となっており、こうした交流人口

拡大の取組との連携を図ってまいります。 

 また、民間と協働で進めてきた「うらほろスタイル推進事業」
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は、町内小中学校の協力による「地域への愛着を育む事業」、

町民有志のワークショップによる「子どもの想い実現事業」、

うらほろ子ども食のプロジェクトの協力による町内小学生の農

林漁家民泊体験を中心とした「農村つながり体験事業」を３本

の柱として本町の子どもたちを核としたふるさとづくりの取組

を進めてきました。事業の実施から５年が経過し、これまでの

取組によって子どもたちが浦幌町の魅力に触れ、地域への愛着

や誇りが芽生え、ふるさとの意識が生まれ始めましたが、その

子どもが大人になり定住を考えた時に働く場所がないという現

実に直面するなど新たな課題も見えてきました。この問題の解

決に向け、若者の雇用の場づくり「若者のしごと創造事業」を

新たな柱に加え、その方策を探るための事業展開を計画してお

り、町としても雇用の場の創造は重要課題と考えており引き続

き支援してまいります。 

 平成24年度から実施した移住体験住宅における、「ちょっと

暮らし」体験移住を通して本町の魅力や生活環境を体験してい

ただきながら町民との交流を図るため、体験希望者等への総合

案内業務や管理運営業務の委託を実施し、さらに魅力ある体験

住宅として充実を図ってまいります。 

 さらに本年度は、総務省が実施している「地域おこし協力隊」

制度を活用して、都市圏からの人材を受け入れ、一定期間以上、

町内の各種産業に従事しながら地域協力活動を通じて、定住・

定着を図ってまいります。 

 情報発信ツールとしての町ホームページについては、町内は

もとより全国各地からアクセスされる魅力あるホームページづ

くりに努めてまいりますとともに町ホームページ広告掲載事業

を実施し、浦幌町の民間事業者等の広告の機会を拡大し地域経

済活動の活性化を図るとともに町内外への情報発信に努めてま
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いります。 

 

９ 納税意識の普及 

 町の貴重な財源であります各種債権については、負担の公平

性・公正性の原則堅持から滞納者に対しましては、納付相談や

必要に応じ臨戸徴収の実施、町税にあっては、「十勝市町村税滞

納整理機構」の活用と「インターネット公売」の利用による滞

納処分をさらに進めてまいります。また、「コンビニ収納」及び

「クレジット収納」、さらにゆうちょ銀行での納付が可能となり、

納付環境の拡大による利便性を活用していただき収納率の向上

に努めてまいります。 

 

10 協働のまちづくり 

 地方分権が進み、地域のことは地域で考えるという「自己判

断・自己責任」のもと、町民の意思に基づき、地域の特性を生

かした自主的・主体的なまちづくりを進めていくことが求めら

れています。 

 本町では平成24年４月１日施行の「町民参加条例」により協

働のまちづくりを目指しております。 

 協働のまちづくりを進めていくためには、行政情報について

町民との共有が第一義であり、そのためにいかに町民に行政情

報をお届けし、理解して頂くかが重要であります。「広報誌」、

「ホームページ」、「行政情報携帯メルマガ発信」等の情報提

供媒体の充実を図るとともに、昨年度から職員が行政情報につ

いて直接、各地域に出向く「まちづくり出張説明会」を引き続

き実施し、より多くの町民がまちづくりに参加できる機会の充

実を図り、情報の共有に努めてまいります。 

 町民の意向を尊重し、町民満足度の高いまちづくりを進める
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ため、「町民アンケート」を引き続き実施し、町民ニーズの把握

に努め、さらには町民からのまちづくりに関する事業について

の意見を広く聴き、公益事業としての実現性について検討して

まいります。 

 町内小学６年生を対象にした「太陽の手紙事業」について、

子供の目から見たまちづくりに関しての意見を聞くため、直接、

各小学校に出向き児童との懇談を行っておりますが、学校現場

において授業時間の確保等、可能であれば引き続き実施してま

いります。 

 協働のまちづくりを進めていく中で今後、益々町民が公益事

業に携わる機会が多くなることと思いますが、全町民を対象と

した社会活動総合補償保険制度を引き続き実施するとともに、

公用車を行政区や町民団体等が行う公益的な活動の実施に際す

る、「公用車の無償貸出し」制度を引き続き実施してまいります。 

 

11 第３期まちづくり計画 重点プロジェクト 

 

 プロジェクト１の「子どもを産み育てる環境の整備」では、

「特別保育の充実」において、しらかば保育園における一時保

育につきまして、就労形態の多様化に伴う短時間勤務や専業主

婦家庭の育児疲れの解消、里帰り出産等保育を必要とする満６

か月児から就学前児童の受け入れを継続して実施し、子育て支

援の推進を図ってまいります。 

 引き続き保育園・幼稚園の第３子以降の通常保育料の無料化

及び同時入園にかかわらず、第２子に係る保育園・幼稚園の通

常保育料を半額とし、保護者の負担軽減を図ってまいります。 

 また、浦幌町子育て支援センターにおいて、地域ぐるみで子

育てを支援する仕組みを構築するところの浦幌町ファミリーサ
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ポート事業を実施してまいります。 

 放課後児童健全育成事業としての学童保育所における、子育

て支援を通じて働く親の利便性を向上させ、未来を担う子ども

たちを安心して育てられる環境づくりに引き続き取り組んでま

いります。 

 

プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、 

 新たな雇用の創出や地域産業の活性化を促進するための浦幌

町地域産業活性化補助金、新規就農者に対する誘致支援のため

の新規就農者営農促進補助金、そして企業への雇用対策を図る

ための浦幌町雇用促進事業補助金による支援、また、「地場工

業振興条例」及び「企業誘致促進条例」における助成措置によ

る支援の継続を行ってまいります。 

 

プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、 

 全国、とりわけ過疎市町村において定住・移住対策は喫緊の

課題となっております。人口の減少は、町民生活の活力の低下

を招くばかりでなく、地域経済や財政にも大きな影響を及ぼす

地域の深刻な課題であります。人口の流出・減少を抑制し、定

住促進を図る施策として、先にも述べましたが、「移住体験住

宅」や「地域おこし協力隊」制度の活用を図るとともに、住宅

建設・購入に対する支援措置としての住宅建設等補助を継続し

てまいります。 

 

 以上、町政執行につきまして私の基本的な考え方を申し上げ

ましたが、これまでも申し上げてきておりますように、町民の

皆様との積極的な対話を最も基本的な姿勢とし、そして職員と

の共通認識のもと行政改革に取り組み、財政健全化に努めなが
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ら、この浦幌に住む人、住んでみたい人が「住みたいまち」「住

んで良かった」となるよう一人ひとりの創造する力、行動する

力をもって町民とともに歩む協働のまちづくりを進めたいと考

えており、あらゆる機会を通じて町民の皆様に情報をお伝えし

た中で情報を共有し、町政執行にあたっていきたいと考えてお

ります。 

 町議会をはじめ町民の皆様の深いご理解とご協力を重ねてお

願い申し上げ、町政執行方針といたします。 

 

 平成25年３月11日 

浦幌町長 水 澤 一 廣  


