
 - 1 -

町 政 執 行 方 針 

 

 平成27年第２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。 

 私は、この度の統一地方選挙の町長選挙におきまして、３期

目の町政運営を担当させていただくことになりました。皆様の

温かいご支援、ご厚情に深く感謝申し上げますとともに、改め

て責任の重さをかみしめ、これまで同様、町民の皆様の声に真

摯に耳を傾け、町民の皆様の目線に立つことを基本に、浦幌町

に住んでいてよかった、幸福だと思えるまちづくりを目指して、

町政執行にあたる考えであります。 

 また、同じく町議会議員選挙で町民の皆様の負託を受け、議

会議員となられました皆様におかれましては、まちづくりに関

わり浦幌町の限りない発展のため、どうか一層のご指導、ご意

見を賜りますようお願いを申し上げる次第であります。 

 平成27年度は「浦幌町第３期まちづくり計画」の前期実施計

画の最終年度となることから、新たな課題に対応した基本計画

の見直しや後期実施計画を策定する大事な年となります。 

 町長としての使命の大きさと責任の重さを改めて認識すると

ともにさらに身を引き締め、町民の皆様と行政が情報を共有し

ながら協働のまちづくりに全力で取り組んでまいります。 

 また、第３期まちづくり計画のメインテーマである「みんな

の知恵・世代を超えて創るまち」を基本に、常に町民の目線に

立ち、町民参加による協働のまちづくりを推し進め、夢と希望

のもてるまちづくりを構築してまいります。 

 日本経済の動向を見ますと、政府のアベノミクスの効果によ

り、全国的には有効求人倍率が高水準となり、大企業の経常利

益は過去最高水準となるなど、大都市圏を中心に経済の好循環
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は着実に進んでいます。 

 一方、地方では円安や消費税増などが影響し、未だ景気回復

の状況にはなく、大都市圏と地方の経済回復に大きな格差が生

じています。 

 このため、国においては「地方創生」をスローガンに地方の

活性化と人口減少問題に取り組むための「まち・ひと・しごと

創生法」が施行され、日本の50年後の人口を１億人程度確保す

る「長期ビジョン」と「総合戦略」が示されるとともに「地方

への好景気循環拡大に向けた緊急経済対策」として、地域消費

喚起・生活支援型と「まち・ひと・しごと創生法」に基づく地

方創生先行型に重点を置いた、平成26年度補正予算が成立され

たところであります。この地方創生先行型は平成28年度に創設

される地方公共団体向け新型交付税の先行実施分であり、今後

新型交付金の創設に伴い地方交付税が圧縮される懸念がある中、

地域づくりは国の押し付けでなく、地方自らが多様な地域社会

を形成するとの考え方のもと、地方版総合戦略の策定が求めら

れているところであります。 

 自主財源に多くを望めない環境の中、地方交付税における地

方自治体への配分額は３年連続の減額となり、リーマンショッ

ク後の景気悪化を踏まえて加算する措置として設けられた別枠

加算も減額されています。今年度、策定・推進する「地方版総

合戦略」を踏まえて、平成28年度以降の財政措置がされること

から、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、地方間の競争に遅れることのないよう取り組むとともに、

本町におきましても「浦幌町人口ビジョン」及び「浦幌町総合

戦略」を年内に策定するとともに、最上位計画である「浦幌町

第３期まちづくり計画」に基づき人口減少対策として重点プロ

ジェクトの「子どもを産み育てる環境の整備充実」「雇用機会の
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新規創出」「居住環境の整備充実」を継続して進めてまいります。 

 本年度の町政執行にあたっては、第１回町議会定例会におい

て継続事業を中心とした骨格予算でスタートしておりますが、

本定例会に政策予算を編成し、補正予算として別案件で上程し

ておりますので、議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し

上げます。当初予算を含めまして主要な施策について申し上げ

たいと思います。 

１ 産業の振興 

 本年１月の日豪ＥＰＡ発効を始めとして農業のグローバル化

が一層進行しており、一昨年から継続しているＴＰＰ交渉も今

年に入って一段と加速化の様相を示しており、交渉経過の情報

開示がされない中、農業をはじめとする第一次産業への影響は

計り知れないものがあると懸念しているところであります。 

 農業のグローバル化は今後避けられないものと感じています

が、急激な環境の変化は、生産者の経済対応にも限界がありま

す。特に地域の疲弊を招くＴＰＰについては、一昨年の衆・参

両議院農林水産委員会での決議遵守を政府に強く求めるもので

あり、今後も町議会をはじめ関係機関・団体と連携を強め活動

を行ってまいります。 

 昨年、農産物については、小麦が不良だったものの天候がお

おむね順調に推移したため、他の作物は全般的に良好な作柄と

なり、畜産物については、乳価のアップや肉用牛価格の高値に

支えられるなど、平成26年度の本町における農業生産額は、２

年続けて大変好調な出来高となりました。 

 しかしながら、穀物価格、肥料・農薬などの生産資材価格等

は、依然として高騰が続き経営を圧迫していることから、こう

した農業情勢を鑑みつつ、本年度も引き続き良質な有機物の生

産奨励をはじめ、各種支援事業を実施するとともに、担い手不
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足に対応すべく新規就農者への支援策を通じて本町農業の活性

化を図ってまいります。 

 また、本町における食育推進のため、食育セミナーを開催す

るとともに食育推進計画の策定に向け、関係部署による庁内組

織を立ち上げ検討してまいります。 

 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

続き浦幌地区及び合流地区道営畑地帯総合整備事業、浦幌地区

農業基盤整備促進事業を推進し、近年の長雨傾向に対処するた

め町単独事業の明渠、暗渠排水事業等による圃場整備を継続し

て進めるとともに、圃場の透排水性の改善を図るための補完的

整備として、新たに「心土破砕事業」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止まないところであります。 

 畜産につきましては、高齢化や後継者不足による生乳生産基

盤の弱体化から、ここ数年生乳生産量の減少が続いております

が、搾乳農家の皆さんの努力もあって、その減少率は鈍化して

いる状況であります。個体販売においては前年を上回る高値取

引が続き好調な状況ではありますが、生産コストの高騰など依

然として厳しい酪農・畜産経営が続いています。 

 本年度においては、引き続き「良質粗飼料増産対策事業」に

よる良質な自給飼料の確保「肉用牛生産基盤強化対策事業」に

よる肉用牛の資質向上を促進するとともに、優良な後継牛の確

保並びに乳量増産及び搾乳牛群の産乳力を向上させるため、高

能力乳用初任牛等の導入に対する支援として、新たに「生乳生

産基盤強化対策事業」を実施し、酪農経営の安定と生乳生産基

盤の強化を図ってまいります。 

 また、東アジア地域では、近年、口蹄疫をはじめとする家畜

伝染病が続発していることから、家畜伝染病自衛防疫推進事業
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に対しましても、継続的に支援を実施してまいります。 

 模範牧場においては、平成24年度から計画的に進めてきた畜

舎等の施設整備が昨年度で完了したことから、引き続き預託牛

の発育増進を図りながら、酪農家の生産基盤の安定確保に努め

てまいります。 

 林業につきましては、近年の木材市況が堅調に推移している

ことから人工林の主伐による素材生産や製材工場の受注量も順

調な動きとなっております。 

 これからは、より適切な森林の管理と安定した木材の供給が

重要となってくることから、本町のみならず十勝地域が一体と

なって、より高度な森林管理を推進することが求められていま

すが、昨年度より森林認証の取得について検討を重ねた結果、

本年５月に管内関係市町村、森林組合等で「とかち森林認証協

議会」を設立し、本年度内の森林認証の取得を目指していると

ころであり、さらに道内においては、大規模な木質バイオマス

発電所が順次稼動され、木材需要に新たな動きが見え始め、今

後の動向を的確に把握することが重要と考えているところです。 

 また、森林所有者に対しましては、植栽、下草刈及び除間伐

に対する町費補助事業を引き続き実施し、健全な森林の育成の

ために関係機関と連携し、適切な森林施業の推進に努めてまい

ります。 

 漁業につきましては、本町の太宗漁業である秋さけ定置網漁

は、漁獲量が回復傾向にあり、また、魚価の高値維持により、

経営面では順調でありますが、ししゃも漁は、悪天候により出

漁日数が少なかったことから、２年連続で不漁となり、その他

の魚種も含め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依然として厳しい状況下にあります。 

 こうした中、昨年設立した大津漁業協同組合、豊頃町、浦幌
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町を構成員とする「大津漁業協同組合地域水産業再生委員会」

が作成し、国から承認を受けた「浜の活力再生プラン」により、

活力ある水産業の確立に向けて、漁業基盤の整備・充実や種苗

中間育成・放流による「つくり・育てる漁業」を推進するため

に、引き続き実施する「さけ増殖事業」や「マツカワ・クロソ

イ等の中間育成事業」に対する支援に加え、新たに水産物の単

価向上対策として「秋さけ流通対策事業」並びに安全操業に資

する「漁船機器導入等に対する助成事業」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

駆除対策事業を引き続き実施してまいります。 

 また、厚内漁港の整備につきましては、事業主体である北海

道と連携を図りながら、東防波堤補修工事をはじめ着実に整備

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、中小企業振興条例に基づ

く町融資制度における資金需要が、一昨年と比べ件数、融資額

ともに減少しており、地域における景気回復が実感できない中、

依然として中小企業を取り巻く情勢は非常に厳しいことから、

引き続き国等の施策も活用しながら、地域経済の活性化に向け

て商工会との連携強化を図り支援してまいります。 

 また、商工会が実施するプレミアム付商品券発行事業に対し

ては、国及び北海道の事業を活用し、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、本年３月に道東自動車道の釧路

管内白糠インターチェンジまでの区間が開通し、これら要因も

相まって道央圏などから道東への観光等を目的とした交流人口

の増加が顕著となり、浦幌インターチェンジを有する本町とい

たしましても、引き続き管内関係機関と連携した「オール十勝」
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としての取組を積極的に活用し、本町への誘引、交流人口の増

大に向けた取組を行ってまいります。 

 さらに、白糠インターチェンジまでの延伸に加え、本年度中

には阿寒インターチェンジまでの区間の開通が予定されており、

今後、国道38号線の交通量の減少が懸念されることから、道の

駅うらほろの利用者数など動向を注視しつつ、同施設の魅力ア

ップを図る施策を検討してまいります。 

 また、「森林公園」「留真温泉」「道の駅」については、引

き続き施設を管理する指定管理者と連携を図りながら、本町の

貴重な観光資源やイベント情報の広告宣伝を積極的に実施して

まいります。 

２ 雇用対策 

 雇用をめぐる情勢につきましては、ハローワーク池田管内で

３月末の月間有効求人倍率が「0.81倍」と前年同月を下回り依

然として厳しい状況にあり、雇用の場の確保と拡大は、地域経

済の活性化に欠かせない重要な課題であることから町外企業進

出の積極的な情報収集、各種産業振興施策と一体的に推進し、

町内中小企業の創意工夫と雇用の促進への支援及び町内の事業

所で就業する従業員等への福利厚生の充実を促進すべく引き続

き支援を図ってまいります。 

 季節労働者救済対策としては「ふるさと東十勝通年雇用促進

協議会」の事業を活用し、大型自動車運転免許をはじめ各種運

転技能資格等の取得助成など通年雇用化へと導くための引き続

き事業を進めてまいります。 

 また、失業者対策としては、ハローワーク等関係機関と連携

し、雇用機会の確保及び雇用の促進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 

 子育て支援につきましては、重点プロジェクトにおける「子
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どもを産み育てる環境の整備充実」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

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」を基

に各種障害福祉サービスを提供しておりますが、本町では「第

２期浦幌町地域福祉計画」並びに本年３月に策定しました「第

２期浦幌町障がい者計画」・「第４期浦幌町障がい福祉計画」に

基づき、新たに「浦幌町地域自立支援協議会」を立ち上げ、障

がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための推進

体制を充実し、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、

適時適切に対応してまいります。 

 児童福祉につきましては、平成24年８月に成立した子ども・

子育て支援法に基づき、国が示す基本指針に即して平成27年度

からの５年間を１期とする浦幌町子ども・子育て支援事業計画

を本年３月に策定し、就学前子どもの教育・保育の推進及び地

域子ども・子育て支援事業の利用状況を把握するとともに提供

体制の確保に努めてまいります。 

 浦幌町子ども発達支援センターにおいては、心身の発達の遅

れや不安を抱えているお子さんに対して、相談支援事業所と連

携を図り、一人ひとり個別に関わりながら療育の支援活動を行

ってまいります。 

 児童虐待等につきましては、既に設置しています「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

は、平成27年度から平成29年度を１期とする「第６期浦幌町老

人福祉計画」「介護保険事業計画」の初年度として計画に基づい
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た事業運営及びサービスの提供を行ってまいります。 

 第６期計画においては、サービス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に努めるとともに、医療と

在宅福祉の連携の体制整備に向け、関係機関と協議検討を行い、

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に必要な支援について、民生委員協議会

等関係機関との連携、協力のもと、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」を引き続き展開

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の充

実を図ってまいります。 

 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、妊婦健康診査公費負担額を増額し、新たに出産後の産婦

健診の助成、乳児一般健康診査の助成の継続、幼児を対象とし

た、おたふくかぜの任意予防接種の全額助成を継続するととも

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健康診査

や脳ドック、各がん検診につきましては、健診委託機関や日数

を増やし、より受けやすい体制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。 

 町立診療所につきましては、先の第１回町議会臨時会におき

まして行政報告させていただきましたが、多田医院が３月末日
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をもって閉院されましたので、本町における唯一の医療機関と

なりました。 

 現在、診療所を利用されます患者様は、一日100人前後の方が

ご来院され、従来の利用から20％増となっています。 

 このため来院される患者様におかれましては、受付時間の後

半以降の方は待ち時間が多少長くなる状況が生じており、受付

でのインフォメーション等で患者様にはストレスや負担感を持

たせないよう、適切な対応に努めてまいります。 

 診療体制は昨年度から、前所長の菅原先生に毎週水曜日一日

の診療をお手伝いしていただいており、加えて本年度からは元

の医療法人多田医院の小野寺悠太先生が、少しでも浦幌町のた

めに恩返しをしたいとの思いと、医療機関が一箇所になること

から受診者が増えるため、榊原所長の負担軽減のための申し出

があり、月に一度、月曜日・火曜日及び夜間診療をお手伝いし

ていただく体制で診療することになりました。 

 このため榊原所長の外来診療業務の軽減はもとより、在宅医

療、各種検診、入院患者の対応や簡易な手術、書類作成等が計

画的に対応できるなど、町立診療所独自の診療体制が構築され

ることになります。菅原先生、小野寺先生のご協力に対しまし

て、心から感謝申し上げる次第であります。 

 また、老朽化した医療機器等の更新整備は平成24年度から計

画的に進めてきておりますが、本年度においても超音波画像診

断装置等を更新し、医療機器の充実を図ってまいります。 

 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、より信頼していただける診療所づくりに努め

てまいります。 

 国民健康保険事業につきましては、若い世代から健康に関心

を持って日々の生活を送ることが心身ともに元気に暮らしてい
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くために重要であることから、健康管理意識の向上と自主的な

健康づくりを支援するため、特定健診を受診されていない方へ

の受診勧奨および、30歳から65歳までの５歳刻みの節目の年齢

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を引き

続き実施してまいります。 

 近年、レセプトの電子化等により、電子データの蓄積が進み、

従来は困難であった健康医療情報の電子的な分析が可能になっ

てきました。増加傾向にある生活習慣病の発症予防に重点を置

くとともに、合併症や症状進行などの重症化予防の取組を推進

するために、昨年度、データヘルス計画を策定しました。 

 本年度からは、この計画に基づき「第２期特定健康診査実施

計画」との整合を図りながら特定健康診査等における病気の早

期発見・早期治療により重症化を予防し、医療費の抑制にもつ

ながる効果的な保健指導を行い、医療費適正化の取組と併せて

持続的かつ安定的な国民健康保険事業の運営に努めてまいりま

す。 

 公衆浴場については、引き続き施設を管理する指定管理者と

連携を図りながら指定管理者による創意工夫を助長し、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 

 町民一人ひとりの学びを実現するため「総合教育会議」で本

町の教育振興に関する施策の大綱を策定し、教育委員会と緊密

な連携を図ってまいります。 

 学校教育については、地域総ぐるみで児童生徒の「生きる力」

を育むため、４月から本格導入した「小中一貫コミュニティ・

スクール」を推進し、「浦幌町教育の日」の取組と連携して学

力や体力・運動能力の向上に取り組んでまいります。 

 また、「子どもを産み育てる環境の整備充実」のため、保護
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者の経済的負担を軽減する目的で、学校給食費の無償化を実施

してまいります。 

 社会教育については、コミュニティ活動の拠点である公民館

を中心に家庭教育学級、少年教育、高齢者教育などの生涯学習

事業を展開してまいります。 

 社会体育施設については、民間事業者のノウハウを活用し、

より一層の利用者へのサービス向上に努め、さらには効果的・

効率的な運営を行い、世代間交流の場ともなる施設の構築を図

ってまいります。 

 このほか、教育関係の具体的な施策の推進については、教育

委員会から申し上げます。 

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、引き続き実施し一層の普

及促進を図ってまいります。 

 「太陽への手紙事業」で町内各小学校の児童から「ごみ捨て」

への意見をいただいています。環境を守る町民意識を高めるた

めに、小学生と協働して環境美化や不法投棄防止などの看板製

作に取り組み、きれいな町づくりを目指してまいります。 

 ペットの飼育管理につきましては、動物の飼い主としての責

任を十分に自覚し、その動物の本能や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。 

６ 快適な生活ができるまちづくり 

 本町の望ましい公共交通体系について検討するため、平成25

年度から２年間「浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会」に

おいて公共交通体系の現状分析、利用実態やニーズ調査、コミ
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ュニティバスの実証試験運行を行ってまいりましたが、今後は、

患者輸送路線バスと留真温泉無料バスの一部とを再編・統合し、

市街地内を週２回程度運行する新たなコミュニティバスの導入

を進めてまいります。 

 導入に当たっては、本年度、詳細な運行計画の策定と運行車

両の購入について検討し、平成28年度中に新たなコミュニティ

バスの運行を開始するとともに、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

２路線を実施してまいります。 

 継続事業としては、３路線の改良舗装工事と１路線の舗装工

事を実施するとともに、損傷度合いなどを考慮し、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

を行ってまいります。 

 また、津波避難対策における避難路としての重要度を勘案し、

４橋の修繕工事を実施するとともに、橋梁長寿命化修繕計画に

基づく「橋梁補修詳細調査設計」を行い、老朽化の状態や優先

度の高い橋梁から年次計画により修繕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、老朽化の著しい公営住宅につい

て、本年度も継続して公営住宅買取事業による１棟６戸の整備

を行うとともに、地盤沈下などによる損傷の激しい公営住宅前

の通路などの改修と美園団地の水洗化を実施してまいります。 

 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。 
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 また「公営住宅等長寿命化計画」は、平成22年度策定から５

年目となり計画の見直しを行います。 

 公共下水道につきましては、浦幌終末処理場の供用を開始し

て25年が経過し、この間、適正な維持管理に努めてまいりまし

たが、流入ゲート設備など標準的耐用年数が経過している機器

等、老朽化により機能維持が困難な設備の更新工事を実施する

とともに、終末処理場設備等の更新に伴う実施設計を「浦幌町

公共下水道長寿命化計画」に基づき行ってまいります。 

 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

槽の推進と整備を進め現在222基が使用され、その維持管理に努

めているところですが、新たに10基の設置を予定しています。 

 簡易水道につきましては、給水区域の拡張整備として、下浦

幌地区の年度内供用開始に向けた、量水器設置工事を引き続き

実施するとともに、市街地区の配水管老朽化に伴う帯富橋橋梁

添架管更新工事設計委託、及び浦幌浄水場の浄水設備等更新工

事を実施し安全で安心な水道水の供給を行ってまいります。 

 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

を目的に行っており、平成５年度に着手して22年が経過し、進

捗率は46.9％となっています。 

 本年度は、事業継続地区として、時和及び帯富の一部地区9.51

㎢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169名で、前年と比較し15名減少しました。本

町においては平成25年12月以降、交通事故死者ゼロを継続して

おります。今後においても交通指導員及び交通安全関係団体等

と連携をとりながら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。 
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 社会の進展とともに巧妙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。 

 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、全国的に高額な特殊詐欺や悪徳商法等

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り、これからも安心して暮らせる

ように消費者を守るための取組を浦幌消費者協会、北海道警察

等と連携を図りながら進めてまいります。 

７ 防災・消防・救急体制の充実 

 未曽有の被害をもたらした東日本大震災から４年の月日が経

過しましたが、今日、全国各地で地震のみならず異常気象等が

もたらす被害が発生しており、各種災害に対する的確な対応が

求められているところであります。 

 災害は時間の経過とともに人々の記憶が薄れていくのが最も

危ういことと言われており、改めて意を強くし、津波や風水害

等による災害から町民の生命、財産をいかにして守るか、危機

管理意識の徹底と非常時において、地域防災計画に基づき対応

してまいります。  
 災害時において重要である避難路の橋梁の補修補強工事を整

備計画にもとづき実施してまいります。  
 地区住民との対話を進める中で自主防災組織の構築をお願い

するなど、災害に対する住民の皆さんの意識の高揚を促すとと

もに、自主防災、さらには避難訓練等の必要性について普及を

図り、安全に安心して暮らせるまちづくりを地域と一体となっ

て推進してまいりと考えています。  
 避難路において一部、国道、道道を指定利用するとしている

ことから道路管理者である国、北海道へ避難路確保についての
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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。 

 本年度は、本署に消防広報車の配備を進め、また、平成25年

度から着手しております消防広域化に係る消防救急デジタル無

線の共同整備につきましては、高機能指令センターの機器整備

とともに平成27年度中に全て完了させる予定であります。 

 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、町内各分団において消防演習を行

い、町民と一体となった防火の普及に努めてまいります。 

 また、消防団員の減少や高齢化により、消防力の低下が懸念

されているところであり、消防団員の加入促進を図ってまいり

ます。 

 救急体制につきましては、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、昨年度からは心肺機能停止前の静脈路確保

と輸液の実施や血糖値の測定、ブドウ糖溶液の投与などの特定

行為が認められたところであります。 

 つきましては、さらなる救急業務体制の確立を図るため、救

急救命士の教育及び各種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 

 本年も「うらほろ子ども食のプロジェクト」が中心となり道

内外から多くの学生を町内に受け入れ、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引き続き図ってまいります。 

 また、うらほろスタイル推進地域協議会が取り組む４つのプ
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ロジェクトを基本とする「うらほろスタイル推進事業」につき

まして支援をしてまいります。 

 地域おこし協力隊は、本年４月から酪農支援の１名が加わり、

現在４名の隊員を委嘱しておりますが、今後も地域活性化に向

けた活動の充実を図ってまいります。 

 地方創生先行型交付金を活用した事業では、本町の魅力的な

地域資源を活用し、起業・創業等を考える人材への各種支援を

行う起業・創業ラボに関する実証事業を行う他「移住・交流コ

ンシェルジユ」の配置により移住希望者にきめ細かな対応や支

援を行うとともに、結婚を望む町民の方々に出会いと交流の場

を設けるため婚活支援事業を実施いたします。 

 昨年、友好の町絆協定を結びました岩手県洋野町との交流に

つきましては、引き続きパークゴルフ交流及び物産交流を中心

に進めてまいりますが、町内の各種団体が洋野町と実施する交

流事業について、今年度から新たに交通費等の補助を行ってま

いります。 

９ 公平公正な債権確保に努め、健全で安定した財政運営の推 

進 

 町では、財政の健全化と町民負担の公平性を確保し、町が保

有する全ての債権の適正な管理及び未収金の縮減を図るため、

浦幌町債権管理条例を制定し、本年４月１日から施行しました。 

 この条例は、理由もなく町に金銭を納めない方への対処方法

について、事務処理に必要な事項を定め、町の債権管理の適正

化を図ることにより、町民の皆様の公平な負担を確保するため

に制定しました。 

 これからも納税者の皆様のご協力の元、町が保有する債権の

適正な管理に努めてまいります。 
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10 協働のまちづくり 

 これまで地方分権改革については、第１次から第４次までの

地方分権一括法によりまして、義務付け、枠付けの見直し並び

に国から地方及び都道府県から市町村への権限委譲が行われ、

各市町村は自らの判断と責任により自主的・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日に「町民参加条例」を制定し、町

民参加の協働のまちづくりを進めています。 

 町民参加の手段としては「広報誌」「ホームページ」「電子

メール配信サービス」等の行政情報の発信の充実を図り、町民

満足度の高いまちづくりを進めるための「町民アンケート」及

び職員が各地域に出向く「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、地域の身近な課題をより柔軟に対応してまいります。 
 また、広報誌による啓発活動や講演会の開催により男女共同

参画社会の実現に向けた町民意識の醸成を図ってまいります。 

 平成23年度から小学校６年生を対象に実施している「太陽へ

の手紙事業」については、子供達から貴重な意見をいただいて

いるところですが、町民参加のまちづくりを進める中、今後も

子供達の率直な提案や意見をいただく場として実施してまいり

ます。 

 地域コミュニティの推進につきましては、行政区活動を引き

続き支援するとともに、地域会館等維持費の助成や「笑顔輝く

地域づくり支援事業」の活用、全町民を対象とした社会活動総

合補償保険制度を継続し、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」制度を続

けてまいります 
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11 第３期まちづくり計画 重点プロジェクト 

 本町における定住促進と人口減少の歯止め策として、横断的

対策を強力に進めるため、今後とも３つの重点プロジェクトを

強力に実施してまいります。 

 プロジェクト１の「子どもを産み育てる環境の整備充実」で

は、新たな事業として小中学校、幼稚園及び上浦幌ひまわり保

育所の給食費無料化を行い、しらかば保育園は、給食費相当額

を各階層区分の保育料から減額し保育料金の引き下げを行いま

す。また、２歳児未満の紙おむつ購入費の助成を行い、子育て

世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができるよう支援

してまいります。 

 特別保育事業として「しらかば保育園」において実施してお

ります一時保育について、満６ヶ月児から就学前児童の受け入

れを継続実施する他、第３子以降の通常保育料については引き

続き無料とし、第２子にあっては同時入園にかかわらず、保育

料の半額により保護者の負担軽減を図ってまいります。 

 放課後児童健全育成事業として開設している学童保育所の対

象児童を小学６年生まで拡大するとともに、安心して子どもを

産み育てられる環境作りを構築するため、引き続き浦幌町子育

て支援センターにおいて「浦幌町ファミリーサポート事業」を

実施してまいります。 

 この他、出産祝金の贈呈、中学生までの医療費無料化を引き

続き実施してまいります。 

 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」及び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」並びに中小企業等の育成及び雇用の促進

を図るための「浦幌町雇用促進事業補助金」による支援と「浦
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幌町地場工業等振興条例」及び「浦幌町企業誘致促進条例」に

おける助成措置を引き続き行い、雇用機会の創出促進に努めて

まいります。 

 プロジェクト３の「居住環境の整備充実」では、年次計画に

よる良質な公営住宅の整備をはじめ、町民や転入者への住宅建

設・購入に対する支援措置としての住宅建設等補助及び住宅リ

フォーム補助を継続し、居住環境の整備充実を図ってまいりま

す。 

 また、定住促進対策と地域商業活性化の一助となるよう、新

たに町民となる方に対して、ハマナス商店会が発行するハマナ

ス商品券の交付を引き続き実施してまいります 

 

 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、町民の皆様との積極的な対話を最も基本的な姿勢で

あることを不変とし、今年を地方創生へのチャレンジの元年と

位置づけ、職員との共通認識のもと行政改革に取り組み、財政

健全化に努めながら、この浦幌に住む人、住んでみたい人が「笑

顔あふれ」「住みやすい」「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「幸福度の高いまち」にしたいと考え

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27年６月８日 

浦幌町長 水 澤 一 廣  


