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町 政 執 行 方 針 

 

 平成26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。 

 本年は「浦幌町第３期まちづくり計画」前期実施計画期間の

４年次にあたり、さらに基本計画における期間終了前１年とも

なり計画策定に備え後期につなぐ重要年であり「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、協働のま

ちづくりのバイブルとなる「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の変わらない信念をもつものであ

ります。 

 現在、日本を取り巻く環境は内外において厳しい問題が山積

し、特にＴＰＰ問題は本町の基幹産業に直接、影響を受けるこ

とが懸念される中にあって、ＴＰＰ交渉における大筋合意が見

送られたと報道されていますが、我が国が主張しているコメな

ど重要５農産物の関税撤廃に関して大きな隔たりがあるとも言

われており、交渉内容が公表されず不安が増幅される状況下に

あって、さらに豪州との経済連携協定（ＥＰＡ）における冷凍

牛肉の関税引き下げに応じる構えを見せているとも報道され、

今後の関税交渉によって農業に限らずあらゆる産業にどのよう

に影響を及ぼすのか不透明感が拭えません。 

 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
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産業構造に変化をもたらし、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、消費税増税による税収と景気改善への期待

を背景に大幅な歳入予算が平成26年度政府予算案によって示さ

れましたが、地方交付税における地方自治体への配分額は２年

連続の減額措置を伴った内容であります。 

地方交付税における減額措置の背景には地方税収増を反映し

てのことで、あくまで景気改善によってであり、期待感からの

要素が高く実体経済の動向による影響を受けるもので地方交付

税に大きく依存している過疎市町村にとっては、依然として不

安感が拭えない状況であります。 

国は従前から地方交付税においては「国が地方に代わって徴

収する地方税」という性格を持ち、いわば「地方固有の財源」

であると言っており、この基本措置を堅持することを期待して

止みません。 

平成23年３月11日に東北地方を襲った東日本大震災から３年

が経過しようとしており、薄れていく記憶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改めて信じるものであり

ます。 

 近年は、局所的な気象の変化がもたらす災害により従前の対

策では対応しきれないような状況があり、このことは気象庁が

昨年「特別警報」の運用を開始したことからもうかがえるもの

で防災対策をさらに充実し、町民の皆様に安心安全な環境を整

えてまいりたいとの意を強くするものであります。 

 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。 
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 平成26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26年度政府予算案において、公共投資増額と社会保障費

の充実を重点的に編成されている一方、地方交付税減額と表裏

一対を有しており、このような状況の中、平成26年度町予算に

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58億9,000万円で前年度当初予算比100万

円0.02％減、８特別会計を合わせた総額は87億8,695万円であり、

前年度当初予算比3,806万円0.4％減となっております。 

 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

0.5％増の５億2,163万円を見込み、歳入の大半を占める普通交

付税は前年度当初予算比0.5％減の31億5,500万円、臨時財政対

策債は前年度当初予算比5.0％減の１億9,000万円を見込み、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0.7％減の33億4,500万円を見込みました。 

本年４月からの消費税率引上げに伴い、国の平成25年度一般

会計補正予算において補助金が交付される低所得者対策として



 - 4 -

の「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」及び子育て世帯の消費

の下支えを図るための「子育て世帯臨時特例給付金」について、

可能な限り早い時期に支給を行いたく事務を進めておりますが、

平成26年２月６日に成立したため、国庫支出金の事務が整い次

第、あらためてご提案申し上げる運びとなるものであります。 

また、この度の増率に伴う使用料等に係っての改定は行いま

せんが、推移を見極めてまいりたいと思っているところであり

ます。 

高齢者・障がい者の方々に社会参加の促進や健康増進を図る

ことを目的に本年度からパークゴルフ場を始めとした一部公共

施設の使用料免除による無料化を実施します。現在も免除利用

証の申請受付を行っておりますので多くの方が利用申請して頂

きますよう願うものであります。 

役場庁舎において本年度は平成25年度からの繰越による耐

震・防災改修工事を施工することとなりますが、工事の概要及

び工程につきましては、工事施工業者との協議が整い次第、早

急に皆様にお知らせをし、また町行政サービス業務においては

支障をきたさない様、万全の態勢を図ってまいる所存でありま

すので当分の間、町民並びに町議会の皆様におかれましてはご

不便をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力を賜りま

すよう切にお願い申し上げる次第であります。  
事務処理の能率化及び改善を図るため、行政事務全般にわた

り町職員とともに検討してまいりましたが、さらに住民サービ

ス向上を目指す観点から、わかりやすい行政組織づくりを進め

るため、本年度からスクールバス業務における従前の町長部局

から教育委員会への移管を始めとした一部事務事業における所

管替え等を行い、利便性を高めてまいります。 

 本定例会に係る予算案を上程しており、予算審議の中で個々
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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25年十勝管内農業協同組合取扱高の概算では過去最高だ

った平成24年をさらに上回る2,658億円となることが昨年末に

発表され、その際の十勝総合振興局長の発言にもあったとおり、

厳しい経営環境の中にあって過去最高を記録したのは、まさし

く十勝農業の底力を示すものであると思っております。 

国においては「農林水産業・地域の活力創造プラン」がまと

められ、農業政策も大幅に見直されることになっており、農業

を取り巻く環境が大きく変化する中、これらの政策が今後どの

ような影響をもたらすのか、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問題については、昨年７月から日本が正式に交渉

参加するなど協定締結に向けての準備が進められており、農業

をはじめ一次産業を基幹産業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、

政府に対し「農林水産分野の重要５品目の聖域確保ができない

場合、脱退も辞さない」等とする、昨年４月の衆・参両議院農

林水産委員会の決議の遵守を強く求めるなど、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活動を継続してま

いります。 

畑作物につきましては、４月から５月中旬にかけての天候不

順により、植え付け作業に遅れがあったものの、その後の天候

回復により生育は順調に進み作況も平年並みに回復しました。 

９月から10月にかけては、長雨により収穫作業には大変苦労

され、豆類に着色等の品質低下や地域間、圃場間での収量の格
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差もみられましたが、全般的には概ね順調な作柄となり、生産

高も昨年に引き続き好調で豊穣な出来秋となりました。 

本年度も昨年に引き続き各種生産支援事業を実施してまいり

ますが、生産者による土づくりが積極的に取り組まれている中、

特に要望が高まっている堆肥の生産奨励事業については、補助

金額を増額し支援してまいります。 

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、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てまい

ります。さらに圃場の透排水性を向上させるため、本年度から

暗渠排水事業を拡充させるとともに「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を本年

度から事業着手してまいります。 

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、生乳生産量において前年を下回る厳し

い状況が続き、肉用牛の個体販売においては好調な状況ではあ

りますが飼料代の高止まりなど厳しい経営環境が続いておりま

す。 

本年度においても、安定的な生乳生産量を確保するための支

援事業を継続して実施するとともに、良質な自給飼料の確保が

重要であることから、補助単価の見直しなど良質粗飼料増産対

策事業を拡充し実施してまいります。 

優れた黒毛和種雌牛の導入を支援するため、これまで実施し

てきた優良肉用繁殖雌牛導入促進事業については、肉用牛の資

質向上と優良血統を残し肉用牛生産基盤の強化促進を図るため
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自家保留牛に対する支援等も加え、新たに「肉用牛生産基盤強

化対策事業」として実施してまいります。 

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。 

一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、本年度哺育舎を新築するとともに作業機械等を更新し、

自給飼料の供給と飼養環境の向上により預託牛の発育増進を図

り、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、昨年から為替状況が円安に転じたこと

や住宅着工が消費税増税前の駆け込み需要により順調であるこ

とを受け、製材工場で受注量が増加し原木在庫に不足感が出始

めており、伐期を迎えた人工林の主伐による素材生産が活発な

動きとなっています。しかしながら、製品及び原木の価格に反

映している状況にないため、更なる価格上昇に期待し、この情

勢を的確に把握しながら、安定した木材の供給に努めることが

重要と考えているところです。 

本年は「浦幌町森林整備計画」の樹立年であることから、北

海道が定めた「十勝地域森林計画」に基づき森林資源の循環利

用の推進と森林が持つ多面的機能の発揮に向けた普及啓発活動

を関係機関と連携し、適切な森林施業の推進に努めてまいりま

す。 

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継続し、健全な森林の育成のために必

要な施業に支援してまいります。 

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

が未曾有の不漁であった過去３年間に比べ、昨年は明るい兆し

が見えたものの、過去10年間の平均と比べると７割ほどの資源
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回復に留まり、ししゃも漁は悪天候により出漁日数が少なく昨

年の５割ほどの水揚げ量となり、また他の魚種につきましても

同様であり、総体的な水揚げ高の低迷と燃油高騰により、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、沿岸漁業を支えるためには、資源管理型漁業の

推進が重要であり、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」に対し支援を実施するとともに、

漁場の環境保全のため、多面にわたり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関係機関と連携しながら継続支

援してまいります。 

また、厚内漁港の整備につきましては、事業実施主体である

北海道と連携を図りながら、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、昨年４月から中小企業振

興条例に基づく町融資制度を見直した中で、設備投資などの資

金需要が拡大しているところですが、地域全体に景気回復が波

及しているとは判断できないことから、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、４月以降の消費税増税により町内の消費が落ち込むこ

とが予想されることから、昨年度に引き続き商工会が実施する

プレミアム商品券発行事業に対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、道東自動車道が釧路管内白糠町

まで延伸する予定であり、道央圏などから道東に観光等を目的

とした交流人口の増加が見込まれており、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」としての取組を積極的に活用し、本町へ
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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。 

また、本年４月から森林公園と留真温泉が新たな指定管理期

間に入ることとなり、道の駅を含めた３つの施設の指定管理者

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いては、ハローワーク池田管内で昨年

12月の月間有効求人倍率が「1.01倍」と近年になく高いものの、

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

の積極的な誘致、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、資格の取得助成など通年雇用化へと

導くための事業を進めてまいります。 

また、失業者対策として国の「緊急雇用創出事業」を活用し

雇用の創出を図りながら、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 

子育て支援については、重点プロジェクトにおける「子ども

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

総合支援法を基に各種障害福祉サービスを提供しておりますが、

新たに「相談支援事業所」を立ち上げ、障がい者の日常生活及
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び社会生活を総合的に支援するための相談体制を充実し、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。また、本年度で計画期間が終了いたします「浦幌

町障がい者計画」及び「第３期浦幌町障がい福祉計画」を見直

し、障がい者の生活支援を充実させるため新たな計画を策定し

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」により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「子ども・子育て支援事業計画」を本

年度中に策定し、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、

年々利用者の増加が予測されますが、より一層の介護予防対策に努

め、最終年度であります「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介護サービスの提供と充実に努め

てまいりますとともに現在、国において介護保険制度の見直しが行

われていることから、老人福祉サービスの現状と課題及び介護保険

サービスの給付実績と需要予測を適切に把握し、円滑なサービスの

提供体制及びその目標量を定め、平成27年度を初年度とする次期３
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ヵ年計画である「第６期浦幌町老人福祉計画・介護保険事業計画」

を策定してまいります。 

また、昨年度より実施しております「高齢者・障がい者見守りネ

ットワーク」について、町内外事業者のご協力のもと関係機関と連

携し、安否確認を含めた見守りの推進を行うとともに、要介護状態

などに陥っても住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりに

努めてまいります。 

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

う妊婦健康診査及び乳児一般健康診査の助成、幼児を対象とし

た、おたふくかぜ・水痘の任意予防接種における全額助成を継

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。 

インフルエンザ予防接種につきましては、平成25年度におい

て新たに高校生から64歳までの方の接種費用を助成いたしまし

たが、引き続き実施してまいります。 

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、早期肺がん発見のた

めに昨年度から導入した「低線量ＣＴ肺がん検診」を本年度も

継続して集団検診に取り入れるなど、体制の整備と内容の充実

を図り医療機関等との連携を推進し、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、榊原所長に着任して頂き

３年目を迎えることになり、また前所長の菅原先生には毎週水

曜日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

けることは感謝に堪えないところであります。 
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 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

15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

整備が必要であり、本年度においても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。 

 診療体制におきましても菅原先生のご協力により、毎週水曜

日の午後に行って頂いております診療について、本年度から毎

週水曜日の午前、午後の１日診療にして頂き、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、より安心で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、国において社会保障制

度改革国民会議を一昨年に設置し「現制度は十分定着している

ことから必要な改善を行い継続されることが適当」との会議報

告により制度の継続に向けた改善作業を進めていることから、

改正内容の迅速な把握と周知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２期特定健康診査実

施計画に基づき、受診率向上のために該当となる被保険者に対

して受診勧奨を行ってまいります。「特定健康診査」にあっては

受診者数の増加に努め「特定保健指導」にあっては動機付け及

び積極的支援対象者への保健指導を行い、健康状態の改善に努
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めます。また、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体制を引き続

き整備し、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、指定管理委託期間において２年目を迎

えますが、指定管理者による創意工夫を助長し、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 

町民一人一人の学びを実現するため、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、児童生徒の「生きる力」を育むための

教育環境の充実に努めるとともに「小中一貫コミュニティ・ス

クール」を目指し「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。 

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、

高齢者等の公共施設免除利用と併せながら、より一層の利用者

へのサービス向上や効果的・効率的な施設運営を行ってまいり

ます。 
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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、本年もより一層の普及促

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、一昨年度から各小

学校の協力により看板を作成し設置しておりますが「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、本年度も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。 

ペットの適正な飼育管理については、飼育される方へ動物の

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頂くよう、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 

昨年は、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を検討す

る事を目的に「浦幌町生活交通ネットワーク計画協議会」にお
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いて公共交通体系の現状分析、利用実態やニーズ調査、コミュ

ニティバスの実証試験運行を進め、本年２月10日からの１ヶ月

間、２回目の実証試験運行を行った後、試験に係る最終分析を

進め検討を行うものであります。 

地域の公共交通の確保、維持改善に係る計画は過疎化と高齢

化の進み、マイカーが唯一の交通手段という地域も多い中、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２路線、さらに橋梁

長寿命化修繕計画に基づき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。 

また、継続事業として１路線の改良舗装工事と２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、本年度も継続して公営住宅買取事業による１棟６戸を整備

するとともに、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併せて行ってまいります。 

公共下水道につきましては、浦幌終末処理場の供用を開始し

て以来24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、監視制御設備など標準的耐用年数が経過している機
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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。 

また、本年度、実施計画の認可変更を行うため下水道審議会

を開催し、下水道事業変更認可書の策定を行います。 

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209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、下浦

幌地区の年度内完了に向けた、配水管新設工事及び道営営農用

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

太地区の配水管の新設工事及び厚内地区計装設備等の更新工事

により、今後さらなる安定供給を図ります。 

また、本年度より町民の皆様の負担を軽減するため、水道料

金を実質平均７％値下げいたしますが、施設維持管理費の節減

を図りながら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年度に着手して以来21年が経過し、

進捗率は45.1％でありますが、本年度は新規地区として時和及

び帯富の一部地区9.51㎢、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２位から５位、前年対比で16名の

減少となりましたが、本町では国道38号において尊い命が奪わ

れる痛ましい事故が発生し、平成22年から続いていた交通事故

死「０」の日が途絶えました。 
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町民とともに交通安全推進への決意を新たにし、交通安全指

導員による安全指導等のご協力のもと取り組んでいくと同時に

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。 

 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、依然として全国的に振込め詐欺や悪徳

商法等の被害が後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 

 昭和27年に本町を襲った十勝沖地震、平成７年に震度７を記

録した阪神淡路大震災、平成23年には津波の恐ろしさを思い知

らされた東日本大震災とかつてない未曽有の被害をもたらした

災害から幾多の時間が経過しました。 

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、津波避難対策を重

点に進めてまいりましたが、平成25年度から平成26年度への繰

越事業による浜厚内生活館裏の避難路及び避難所造成工事、防

災対策拠点となる役場庁舎耐震・防災改修工事、そして本年度

からは避難路にある橋梁の補修補強工事を整備計画に基づき実

施し、次年度以降の工事に向けての補修補強詳細設計委託を行

います。  
自主防災組織においては「まちづくり出張説明会」等をとお
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して地区住民との対話を行い、防災知識の普及を促進する中で

自主防災、さらには避難訓練の必要性について普及を進めてま

いります。  
 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

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、消防・

救急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が、本年度は、上浦幌地域に配置しており

ます水槽付消防ポンプ自動車の更新を進め、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、昨年度から

の繰越事業による整備と本年度より高機能指令センターの詳細

設計とともに整備工事に入ってまいります。 

 消防団の活性化につきましては、６月開催予定の北海道十勝

川水系水防演習を始めとして東十勝消防大会、浦幌消防団連合

演習等に参加し、資質向上と士気高揚に資するとともに防火の

普及に努めてまいります。 

 救急体制につきましては、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、更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病院実習・生涯

学習等の研修への派遣を進め、救急隊員の資質向上と救命率の

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。 
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また、うらほろスタイル推進地域協議会の進める「うらほろ

スタイル推進事業」につきましても支援をしてまいります。 

昨年度から実施している「地域おこし協力隊員」制度におい

て現在２名の方が活動されておりますが、本年度は新たに１名

の隊員を加え、さらなる地域おこし活動を促進してまいります。 

新たに国内交流推進事業として岩手県洋野町との友好町村の

提携を結びます。洋野町とは昭和63年２月の共同利用模範牧場

同士の姉妹提携から職員相互の派遣研修、パークゴルフ交流及

び物産交流を進めてまいりましたが、以後26年が経過し、両町

においてより深い交流を促進することで基本合意を見ましたの

で、その証として本年７月12日に友好町協定調印を締結すべく

準備を進めてまいります。 

情報発信ツールとしての町ホームページは、昨年リニューア

ルしましたがモニターとの連携の下、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。 

本町の紹介用映像としては、開町100年を記念して作成された

ビデオがありますが、制作後15年を経過し内容的にも実態にそ

ぐわなくなってきており、町を各分野からＰＲし、定住・移住・

交流人口の拡大を促進すべく新たに紹介用映像を制作するため

の調査制作業務委託を２ヶ年にわたり実施してまいります。 

 

９ 納税意識の普及 

町の貴重な財源であります町税や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適正賦課を徹底し、滞納者に

対しましては、滞納・未納に至っている実態を分析し、適正な

債権管理及び差押・支払督促を含む滞納整理を引き続き実施し、

納税者の方々に対しまして自主財源の大切さをご理解頂きます
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よう努めてまいります。 

 

10 協働のまちづくり 

地方分権一括法が施行されて以来、地域は自らの判断と責任

により、地域の実情に沿った行政を展開し、自らの行財政運営

について透明性を高め、公共サービスの質の維持向上に努める

など、住民との対話の中で自主的に取り組むことが求められて

いる中にあって、本町では行政情報を町民と共有することを第

一義に協働のまちづくりを目指した「町民参加条例」を平成24

年４月に制定しました。 

条例推進にあたっては、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「広報誌」「ホームページ」「電

子メール配信サービス」等の情報提供媒体の活用は勿論のこと、

一昨年度から職員が各地域に出向き行政情報の説明並びに意見

交換を行う「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よう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

ため「町民アンケート」の継続実施により、町民ニーズの把握

に努め、町民のアイデアや活力を積極的に取り入れ、地域の身

近な課題をより柔軟に対応してまいります。 

町内小学校６年生を対象にした「太陽の手紙事業」について

は、子供の目から見た「まちづくり」の純真な意見を聞くため、

直接、各小学校を訪問させて頂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が可能な限り引き続

き実施してまいります。 

協働のまちづくりを進めて行く中で今後、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
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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。 

 

11 第３期まちづくり計画 重点プロジェクト 

過疎市町村における人口の減少は、いかに抑制できるか各自

治体が抱える大きな課題であります。 

町民生活の活力の低下を招くばかりでなく、地域経済や町財

政にも大きな影響を及ぼす人口の流出減少について、第３期ま

ちづくり計画に基づく横断的な定住対策であります重点プロジ

ェクトを推進してまいります。 

 

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、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ヶ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。 

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を引

き続き開設し、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取り

組んでまいります。 

地域ぐるみで子育てを支援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、昨年度より引き続き浦

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
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事業」を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と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を継続

し、居住環境の整備充実を図り、さらに移住体験住宅の利用促

進をもって体験による浦幌町の良さをアピールしてまいります。 

 

 

 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、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「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
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願い申し上げ、町政執行方針といたします。 

 

 平成26年３月10日 

浦幌町長 水 澤 一 廣  


