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町 政 執 行 方 針 

 

 令和３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。 

 平成23年度からスタートした「浦幌町第３期まちづくり計画」

が令和２年度で最終年度を迎えることになりますが、この10年

間、町政執行にあたりましては、第３期まちづくり計画を基本

として、各種施策を推進してまいりました。 

 この間、我が国は人口減少社会を迎えて、少子高齢化が進行

するとともに、想定外の大規模な自然災害の相次ぐ発生や新型

コロナウイルス感染症によるパンデミックと、それに伴う社会

生活の変化や経済の急激な停滞など、第３期まちづくり計画の

策定時には想定できなかった諸課題が複雑かつ多岐にわたって

惹起し、地方を取り巻く環境は、一段と厳しさを増しています。 

 このような時代背景の中で、まちづくりを進めるための指針

として、町内関係各位のご協力のもと議会の議決をいただき、

『想いをつないで未来を創る“わたしたちのまち”うらほろ』

を10年後のまちの将来像とする「浦幌町第４期まちづくり計画」

を策定いたしました。 

 町政執行にあたりましては、これまで同様、町民と行政が一

体となって、第４期まちづくり計画に基づき各種施策を推進し

てまいります。 

 この第４期まちづくり計画では、第３期から引き続き人口減

少対策、雇用の確保、定住対策を共通課題としながら、この将

来像の実現に向けて、モノづくりに観点を置いた「新しいちか

らを取り入れ確かな産業を創るまちづくり」、暮らしづくりに
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観点を置いた「健やかで安心できる支え合いのまちづくり」、

人づくりに観点を置いた「人と文化を育むまちづくり」、町の

基盤づくりに観点を置いた「豊かな自然環境の保全と快適に暮

らせるまちづくり」、行財政基盤に観点を置いた「計画的かつ

効率的な行政運営」の５項目を基本目標に定め、加えて本町の

最重要課題である「子育て環境の充実」、「就労環境の充実」、

「移住・定住・交流環境の充実」の３項目をすべての基本目標

に横断的に関わる重点プロジェクトとして「子どもを産み育て

たいと思えるまち」、「仕事をつなげたい、つくりたいと思え

るまち」、「住み続けたい、関わりたいと思えるまち」と掲げ、

10年後の浦幌町を見据えたまちづくりを進めてまいります。 

 

 本町の令和３年度一般会計予算は64億1,300万円、前年度当初

予算比11億6,600万円、15.4％の減、８特別会計を合わせた総額

は90億8,209万円、前年度当初予算比10億5,148万3,000円、

10.4％の減となっております。 

 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ます。 

 

◎産業の振興について申し上げます。 

 現在、第１次産業を基幹産業とする本町を取り巻く環境は、

年々厳しさを増し、ＴＰＰ11、日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定、

更には日英ＥＰＡの動向など、農林水産業に及ぼす影響は大き

く、関係団体との連携を密にして情報の共有を図りながら、適

切に対応してまいります。 
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 畑作につきましては、昨年は総じて豊穣の秋を迎えましたが、

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、小豆の消費量が過

去最低水準になるなど先行き不透明な農業情勢の中、各種事業

を通じ効率的で生産性の高い経営体の育成を図るとともに、生

産性の向上と高品質な農作物を生産する取組などの支援を行っ

てまいります。 

 畜産につきましても、高水準で推移し、高値を維持してきた

肉用牛の枝肉価格・素牛取引価格が、コロナ禍による緊急事態

宣言の発令で枝肉の売上が急減しており、また、酪農では、生

乳生産を維持するとともに堅調に推移してきた個体価格は、肉

用牛同様下落しており、価格回復の見通しは不透明な状況であ

ります。 

 今後においても肉用牛の優良後継牛導入・肥育牛の地域内一

貫生産の促進や乳用牛の高能力初妊牛導入に対する支援、家畜

伝染病自衛防疫推進協議会の疾病予防に対する取組への助成な

どを引き続き実施していまいります。 

 農地基盤の整備につきましては、新規事業として美園地区の

計画樹立に着手するほか、継続事業として合流地区、栄穂地区

及び恩根内地区の道営事業を推進するとともに、町単独事業に

より明渠、暗渠排水の圃場整備や圃場の透排水性の改善を図る

ための事業を引き続き実施してまいります。 

 林業につきましては、町有林を含む一般民有林において、森

林環境譲与税を活用しながら一定面積の植栽が着実に行われて

おり、今後も安定的な木材生産を目指すための人工林資源構成

の平準化に向けた取組を進めてまいります。 

 漁業につきましては、秋さけ定置網漁をはじめとして総体的



 - 4 -

な水揚げ量・魚価の低迷が続くなど、漁業を取り巻く環境は年々

厳しさを増していることから、「つくり・育てる漁業」の推進を

はじめ、漁獲向上のため緊急漁場保全活動や、回帰資源造成の

ための秋さけふ化放流事業、種苗中間育成事業のほか、海面養

殖漁業支援事業などの各種支援事業を実施してまいります。 

 厚内漁港の整備につきましては、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。 

 商工業の振興につきましては、コロナ禍による影響や町内の

商工事業者の後継者不足など喫緊の課題を抱えており、商工会

が実施する経営改善普及事業などにより行う積極的な事業展開

に支援を行うほか、事業承継を推進する中小企業経営承継事業、

町内消費拡大を図る行政ポイント事業の創設などに加え、新規

創業・第二創業への支援を継続し、商工会や金融機関との情報

交換や連携体制を強化しながら、地域経済の活性化を図ってま

いります。 

 観光の振興につきましては、令和２年度においては新型コロ

ナウイルス感染症蔓延防止のため、各種イベントの中止を余儀

なくされましたが、本年度においては感染症対策を講じた中で

「森林公園」、「留真温泉」、「道の駅」を核とした本町の観光や

イベント情報の広告宣伝を積極的に実施し、浦幌町観光協会が

実施する事業に対する支援や、浦幌町で起業した旅行業者等と

連携して地域資源を生かした体験型観光を推進するなど、コロ

ナに負けない浦幌町の魅力を発信してまいります。 

 

◎雇用対策について申し上げます。 

 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
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も月間有効求人倍率が１倍を超える状況が続いており、従業員

の確保が難しい状況となっております。 

 従業員確保を望む企業への対策として、町内企業の求人情報

の提供や従業員の雇用に対する支援のほか、各種産業振興施策

と一体的に雇用の促進を図ってまいります。 

 

◎福祉・保健予防・医療対策について申し上げます。 

 児童福祉につきましては、令和２年度からスタートした「第

２期浦幌町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子育て支

援事業の推進と教育・保育サービス等の提供体制の確保に努め

てまいります。 

 本年、４月１日に開園する認定こども園では、教育・保育を

一体的に提供していくとともに、保健福祉センターから子育て

支援センターを移設し、地域の子育て家庭への支援を一体的に

提供し、機能の充実を図ってまいります。 

 令和３年度から「子育て支援センター」において実施する一

時保育については、認定こども園に通っていない満６か月児か

ら就学前児童を対象に受け入れを引き続き実施してまいります。 

 また、上浦幌ひまわり保育園に認定こども園で調理した給食

を搬出することにより、保育園機能の充実と保護者負担の軽減

が図られるよう北海道と協議を進めてまいります。 

 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と保護者に対して、一人ひとりと個別

に関わりながら療育の支援を行うとともに、児童虐待を防止す

るため、関係機関と情報などを共有し、適切な連携のもと対応

してまいります。 



 - 6 -

 保護者が日中家庭にいない児童の健全な育成を図るため「上

浦幌児童クラブ」及び「学童保育所」における保育環境の充実

に努めるとともに、子育て支援センターによる「浦幌町ファミ

リーサポート事業」を引き続き実施してまいります。 

 社会福祉につきましては、「第３期浦幌町地域福祉計画」が最

終年を迎えることから、令和４年度に向けた次期計画の策定作

業を進めてまいります。 

 障がい者福祉につきましては、「第３期浦幌町障がい者計画・

第６期浦幌町障がい福祉計画」をスタートさせ、「障がいに理解

のある 地域で創る 安心なまちづくり」を基本理念に掲げ、

障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し

合いながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、各種

施策を実施してまいります。 

 経済的及び障がいなどに起因する理由で生活に困窮されてい

る方々への支援については、民生委員などと連携し、国、北海

道及び各関係機関とともに適時適切に対応してまいります。 

 高齢者福祉につきましては、本町の総人口に占める65歳以上

の高齢化率が「42％」を超え、一人暮らしの高齢者や高齢者夫

婦世帯が増えている状況において、地域のニーズが複雑化、多

様化しており、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で安心して

暮らし続けることができるよう、令和３年度から令和５年度ま

での「老人福祉計画・第８期介護保険事業計画」に基づき、関

係機関や地域住民と連携しながら、地域全体で高齢者を支える

「地域包括ケアシステム」を推進してまいります。 

 また、「高齢者見守りネットワーク事業」による地域の見守り

体制の構築、介護予防・生活支援等重度化防止の取組の強化、
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認知症サポーターの養成・認知症カフェの開催など、「共生」と

「予防」を両輪とした認知症施策の推進、成年後見制度の利用

促進など、様々な高齢者が安心して生活できる環境づくりを進

めてまいります。 

 保健予防につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種

について、国が示す接種対象者の順に沿って、万全な体制のも

とで速やかに接種することができるよう、町立診療所と十分に

連携を取り進めるとともに、対象となる方が自らの意思で接種

の有無を決めていただくことができるよう、ワクチンの効果や

副反応について、わかりやすい情報提供に努めてまいります。 

 また、季節性インフルエンザ予防接種に要する費用につきま

しては、高校生が負担する一人一回あたりの金額を2,000円から

1,000円に引き下げ、世帯の経済的負担の軽減と接種率の向上に

努めてまいります。 

 妊産婦及び新生児支援につきましては、安心で安全に出産で

きる環境づくりを推進するため、妊婦健診に要した交通費や、

出産に要した宿泊費を助成する「妊産婦安心出産支援事業」、産

後の健康管理のための「産婦健康診査」及び聴覚の障がいを早

期に発見するための「新生児聴覚検査」に要した費用の助成を

引き続き実施してまいります。 

 国民健康保険で実施している生活習慣病の重症化予防などの

保健事業につきましては、健診受診率の向上に努めるとともに、

健診などの結果から、自ら健康の保持増進に取り組んでいただ

けるよう、家庭訪問などを通して一人ひとりの健康状態に合っ

た支援を行い、後期高齢者医療制度に移行した後も、脳卒中や

心疾患といった介護が必要になる疾病を予防し、住み慣れた自
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宅で自立した生活を送れるよう支援してまいります。 

 町立診療所で、平成27年４月から開設してきました毎月第２・

第４日曜日の日曜診療は、外来患者数の減少等により３月をも

って廃止することといたしました。 

 日々の診療については、医師多忙の中においても代替医師の

協力も得ながら患者様本位の体制を取り、毎週水曜日の夜間診

療を引き続き実施してまいります。 

 また、Ⅹ線ＣＴスキャナーや電動ベッド等の医療機器の機能

向上を進め、適切な診療や快適な入院生活を図ってまいります。 

 今後とも町内唯一の地域密着型医療機関として、医療体制の

確立を維持し、患者様に寄り添い、町民の皆様が安心して暮ら

せるよう安全で信頼できる診療所づくりに努めてまいります。 

 

◎教育・文化及びスポーツの振興について申し上げます。 

 町民一人ひとりの学びを実現するため、教育委員会と緊密な

連携を図りながら、総合教育会議で定めた教育大綱に基づき、

教育行政を進めてまいります。 

 学校教育については、「小中一貫コミュニティ・スクール」の

充実を図り、「浦幌町教育の日」の取組と連携して学力や体力の

向上に取り組むほか、児童生徒１人１台のパソコン整備により、

ＩＣＴを活用した学習活動の充実に努めてまいります。 

 また、スクールバスの更新、浦幌小学校教頭住宅建替工事等

の教育環境整備に努めてまいります。 

 社会教育については、関係団体や学校教育との連携・協働に

より地域学校協働活動を推進し、「人づくり・つながりづくり・

地域づくり」を展開してまいります。 
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 公民館などを有効活用しながら、主体的に学べる社会教育と

生涯学習の充実を図り、生涯にわたって豊かな人生を送れる社

会の確立と地域の活性化を促進してまいります。 

 また、すべての町民がそれぞれの体力や年齢に応じ、生涯に

わたってスポーツ活動を行える環境づくりを目指します。 

 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。 

 

◎快適に暮らせるまちづくりについて申し上げます。 

 少子高齢化が進む中、町民の移動手段を確保するため、コミ

ュニティバス及び本別・浦幌生活維持路線バスを継続して運行

するとともに、ＮＰＯ法人ひだまりと連携し公共交通空白地有

償運送事業を引き続き実施してまいります。 

 また、重要な移動手段である鉄道に関しては、ＪＲ北海道が

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けており、今

後の状況にも注意を払いながら、これまで同様に公共交通機関

としての機能維持について、更にＪＲ北海道との情報共有を図

ってまいります。 

 町道整備につきましては、継続事業の促進を図るとともに、

損傷度合いなどを考慮し、経済的かつ計画的な維持・補修を行

ってまいります。 

 また、橋梁点検及び修繕につきましては「浦幌町橋梁長寿命

化修繕計画」に基づき実施してまいります。 

 住宅施策につきましては、令和２年度に策定した「浦幌町住

生活基本計画」及び「浦幌町公営住宅等長寿命化計画」により

推進してまいります。 
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 空家対策につきましては、特定空家等解体補助金を活用し、

自発的な特定空家等の解体を進め、町民が安全で安心して暮ら

すことのできる生活環境の保全を図ってまいります。 

 公共下水道につきましては、浦幌終末処理場の設備について、

「浦幌町下水道ストックマネジメント計画」に基づき更新整備

を行ってまいります。 

 個別排水処理につきましては、これまで255基の合併浄化槽を

整備し維持管理を行っており、継続して普及促進に取り組んで

まいります。 

 簡易水道につきましては、給水区域における安定供給・強靭

化を図るため、重要幹線などの管路耐震診断の実施及び浦幌町

簡易水道耐震化計画を策定するとともに、浦幌浄水場などの監

視制御システム更新工事及び設備更新工事などを計画的に実施

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、平成５年度に着手して以来28

年が経過し、進捗率は50.6％となっており、本年度も継続して

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、一昨年５月に

町内において１名の方が犠牲となる死亡交通事故が発生してお

り、今後においても引き続き交通安全関係団体等と連携を図り

ながら、交通安全対策に取り組んでまいります。 

 また、巧妙化する犯罪が多発している状況にあっては、警察

や消費者協会など関係機関と連携を図りながら、消費者への情

報提供、啓発活動などを講じてまいります。 

 ごみ処理対策につきましては、「浦幌町一般廃棄物処理基本

計画」及び「浦幌町分別収集計画」に基づき、ごみ処理やリサ



 - 11 -

イクル体制の充実を進めるとともに、町民への啓発活動を推進

しながら、ごみの分別の徹底や減量化、リサイクル化の促進に

引き続き取り組んでまいります。 

 公衆浴場につきましては、指定管理者との連携を図りながら、

利用者のサービス向上や地域振興・地域経済の活性化に努めて

まいります。 

 

◎防災・消防・救急体制の充実について申し上げます。 

 全国各地で地震や台風に伴う災害が発生し、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、町民の生命、財

産を守るため、「浦幌町地域防災計画」に基づき対応してまいり

ます。 

 効果的な防災・減災対策を図るには、基本である「自助」、「共

助」、「公助」の連携が重要であり、そのためにも「共助」であ

る自主防災組織の組織率向上を図る必要があることから、引き

続き「まちづくり出張説明会」などを通じ、行政区内での自主

防災組織の設立又は防災に関する事業の実施と防災委員の設置

についてお願いしてまいります。 

 また、令和２年度に作成予定であった防災ハザードマップに

つきましては、北海道より新たな津波浸水想定図が公表された

後に作成、全戸配布してまいります。 

 災害時における情報伝達手段については、調査研究を進めて

まいりましたが、これまでのデジタル防災行政無線に加え、新

たな防災情報伝達システムを導入し、町民への情報伝達の充実

を図ってまいります。 

 また、「森林公園キャンプ場」をはじめ、町内６か所の屋外に
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おける通信環境の充実を図るため、新たに公衆無線ＬＡＮ環境

整備を実施してまいります。 

 消防・救急業務につきましては、住民の安心・安全と住みよ

いまちを基本理念とする「とかち広域消防局」のもと、近隣自

治体との広域的な相互協力体制で消防力の強化に努めていると

ころです。「災害は忘れた頃にやってくる」という言葉もありま

すが、東日本大震災から今年で10年が経過しようとする中、こ

れまでにも多くの災害が全国各地で猛威を振るい、もはや「災

害は忘れる間もなくやってくる」という状況です。このような

大規模災害に対し、地域の安心・安全を守るためには、地域住

民に最も身近な存在である消防団を中心とした地域防災力の充

実強化が重要であります。 

 消防車両整備については、上浦幌地域の第４分団に小型動力

ポンプ付積載車の更新を進めるとともに、６月開催予定の北海

道十勝川水系水防演習に参加するなど、災害対応力の向上に努

めてまいります。 

 また、救急体制につきましては、近年の高齢化を背景に救急

需要が増加傾向にある中、新型コロナウイルス感染症拡大に伴

う救急隊員の安全確保を徹底したうえで、更なる救命率向上の

ため救急救命士の教育研修に努めるとともに、町民を対象とし

た救命講習にて応急処置の普及啓発を推進してまいります。 

 

◎行政サービスの向上について申し上げます。 

 現在、役場本庁舎及び上浦幌支所で取り扱っております戸籍

の謄抄本や住民票などの交付事務について、新たに厚内郵便局

と吉野郵便局で取り扱うこととし、効率的な行政サービスを提
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供してまいります。 

 新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、また、デジ

タル時代を見据えたデジタルガバメント実現のためには、書面

主義、押印原則、対面主義からの決別が喫緊の課題となってい

ることから、押印見直しに向けた検討を進めてまいります。 

 

◎公平公正な債権確保の推進について申し上げます。 

 町税は重要な自主財源であることから、課税客体の適正な把

握による課税、収納率の向上及び納期内納税促進のため、引き

続き口座振替納税の普及を図るとともに、コンビニ納付及びイ

ンターネットを利用したクレジット納付の普及を図ってまいり

ます。 

 また、債権管理条例に基づき、これからも町民負担の公平性・

公正性の確保と適正な管理に努めてまいります。 

 

◎定住・移住、交流・関係人口の拡大対策について申し上げま

す。 

 学校発の子どもを軸とした官民協働の事業である「うらほろ

スタイル推進事業」や、事業の活動拠点であり交流施設である

「うらほろスタイル複合施設ＦＵＴＡＢＡ」の有効活用につい

ては、ＮＰＯ法人うらほろスタイルサポートと連携を図り、交

流・関係人口の拡大に努めてまいります。 

 町民と都市圏の企業人など多彩な人材が連携し、地域の課題

解決と産業振興モデルを創出するため、令和元年度から進めて

いる「十勝うらほろ創生キャンプ」事業については、地方創生

推進交付金のほか、事業に賛同いただける企業からのふるさと
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寄附金も活用しながら、継続して事業を推進してまいります。 

 官民協働の事業として実施してまいりました常室ラボ運営事

業につきましては、３年間の実証期間を終え、施設としての利

用成果が得られ、また、テレワークなど、都会から地方への人

の流れを受け入れる施設として、今後も継続して事業を展開す

るため、管理運営を民間委託し、通年での活動を実施するとと

もに、林業木材産業をはじめとする人材育成のほか、地域間交

流事業を引き続き展開してまいります。 

 友好の町の岩手県洋野町との交流については、昨年、コロナ

禍により交流事業が中止となりましたが、パークゴルフ交流の

ほか、相互のイベントにおいて、両町の物産交流を行ってまい

ります。 

 

◎協働のまちづくりについて申し上げます。 

 「浦幌町町民参加条例」の基本理念である、協働のまちづく

りを進めていくため、広報誌、ホームページ、電子メール配信

に加え、地デジ広報やＬＩＮＥ（ライン）を活用した情報発信

のほか、職員が各地域に出向く「まちづくり出張説明会」など

を実施しており、より町民に行政への関心を高めていただくよ

う、様々な方法をもって町民に直接、行政情報を届けながら、

多くの方がまちづくりに参加できる機会の充実を図ってまいり

ます。 

 また、町民社会活動総合補償制度や笑顔輝く地域づくり支援

事業を継続して実施し、町民が行う協働事業を円滑に進めてい

ただけるよう支援してまいります。 

 男女共同参画社会の実現に向けては、審議会などの女性の登
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用率の向上を図るほか、「浦幌町男女共同参画基本計画」に基

づき、引き続き、女性も男性も一人ひとりが自らの意思で様々

な社会活動に参画する機会を確保し、活気あるまちづくりを推

進してまいります。 

 

◎第４期まちづくり計画重点プロジェクトについて申し上げ

ます。 

 重点プロジェクト１「子どもを産み育てたいと思えるまち」

では、家庭をつくりたいと思える環境の充実のため、結婚お祝

い事業、うらフェス交流事業を新たに実施するとともに、安心

して子育てできる環境の充実のため、現在、中学生までとして

いる医療費の無料化について、対象を高校生世代まで拡大して

まいります。 

 このほか、国の幼児教育・保育無償化において、無償化の対

象とならない世帯があることから、町独自で実施する全世帯、

保育料等完全無償化、出産祝金の贈呈、給食費の無料化、２歳

児未満の紙おむつ購入費助成、不妊に悩むご夫婦を支援するた

め特定不妊治療費及び不育症治療費の助成などを継続実施して

まいります。 

 重点プロジェクト２「仕事をつなげたい、つくりたいと思え

るまち」では、新たに雇用機会の確保と地元就職の促進のため、

中小企業経営承継事業、資格取得促進事業、就業人材育成事業、

ＵＩＪターン新規就業移住支援事業を実施するとともに、創業

支援の推進のため、就業チャレンジ事業を実施してまいります。 

 このほか、雇用促進事業補助、新規創業等促進補助、地域産

業活性化補助による支援と浦幌町地場工業等振興条例及び浦幌
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町企業誘致促進条例における助成措置などを引き続き行い、担

い手確保、雇用機会の創出促進に努めてまいります。 

 重点プロジェクト３「住み続けたい、関わりたいと思えるま

ち」では、町民や転入者への住宅建設・購入に対する支援措置

としての定住住宅取得補助、民間賃貸住宅建設促進事業補助、

住宅リフォーム補助及び店舗等リフォーム補助などを継続し、

居住環境の整備充実を図ってまいります。 

 

 コロナ禍にあって、人の往来や交流が制限され、事業の実施

が難しい場面も想定される中ではありますが、国や北海道の動

向を注視しながら、町民の安全確保と町内の経済安定のため、

新型コロナウイルス感染症対策を進めつつ、令和３年度は新た

なまちづくり計画のスタートの年として、着実に計画を推進さ

せるため各種施策に取り組んでまいります。 

 

 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、第４期まちづくり計画のまちの将来像である『想い

をつないで未来を創る“わたしたちのまち”うらほろ』の実現

に向けて、町民の皆様とともに、町政の運営に取り組んでいき

たいと考えております。 

 議員各位をはじめ、町民の皆様のなお一層のご支援とご協力

を心からお願い申し上げまして、町政執行方針といたします。 

 

 令和３年３月８日 

 

浦幌町長 水 澤 一 廣  


