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町 政 執 行 方 針 

 

 平成28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。 

 昨年は、「浦幌町第３期まちづくり計画」の期間であります10

ヶ年の中間年を迎え、基本計画の見直しと後期実施計画を策定

し、本年がそのスタートの年であり、引き続きメインテーマで

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

めてまいります。 

 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、特に昨年10月ＴＰＰ交渉が大筋合意をし、

本年２月には参加国による署名が行われ、各国においては国内

の承認に向けた取組が進められているところであります。国は

大筋合意後、「ＴＰＰ総合対策本部」において、これまで合意内

容とそれに対応した「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を決定し、

その説明を全国各地で行っているところではありますが、特に

農林水産物については、時間をかけて関税削減や輸入枠増とな

るものなど、地域の農林水産業などへの長期にわたる様々な影

響が懸念されており、農林漁業者をはじめ、地域における不安

や懸念の声を、払拭するまでには至っておりません。ＴＰＰ協

定の影響が相当な長期に及び、今後、新たな影響や課題が明ら

かになることも考えられることから、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いくとともに、国の施

策等動向を注視し、適切に対応してまいりたいと考えていると

ころであります。 

 一昨年11月にまち・ひと・しごと創生法が施行され、国全体

で少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをか
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ける施策を総合的かつ計画的に実施することになりましたが、

本町におきましても「浦幌町第３期まちづくり計画」との整合

性を図りながら「浦幌町人口ビジョン」と「浦幌町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定してまいりました。 

 急速な少子高齢化の進展や人口減少社会の到来など、地方を

取り巻く環境は、一層厳しさを増しており、子供から大人まで

安心して暮らせるまちづくりを推し進めることが、私の責務と

考えているところであります。 

 また、国においては、公共施設等の老朽化対策等が大きな課

題となっており、本町も人口減少により公共施設等の利用需要

が変化していくことが予想され、長期的な視点で、更新や長寿

命化などを計画的に行うことにより、財政負担の軽減や平準化

をすることが必要と考えており、公共施設等総合管理計画の策

定を進めてまいります。 

 国の平成28年度当初予算では、過去最大の96兆7,200億円とい

う予算が編成され、地方が求めてきた地方創生に必要な財源確

保については、「まち・ひと・しごと創生事業費」を引き続き１

兆円確保するとともに、新型交付金について、平成27年度補正

予算「地方創生加速化交付金」1,000億円及び平成28年度当初予

算「地方創生推進交付金」1,000億円が計上されたところですが、

その財源確保について、地方交付税等にどの様に影響するのか、

懸念しているところであります。 

 このような状況の中、平成28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、浦

幌町第３期まちづくり計画後期計画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62億200万円で前年度当初予算比につき

ましては、平成27年度が骨格予算であったため、３億7,700万円
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6.5％増、８特別会計を合わせた総額は91億6,092万円であり、

前年度当初予算比５億3,668万円6.2％増となっております。 

 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たいと存じます。 

１ 産業の振興 

 昨年、農産物については、春先からの天候不順と少雨で作柄

が心配されたものの、小麦はこれまでの最高の収量となり、他

の作物は豆類の一部を除き全般的に良好な作柄の一年となり、

畜産物においても、乳価や肉用牛価格の高値に支えられるなど、

本町における農業生産額は、３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

の高止まりが続くなど厳しい経営環境は変わらないことから、

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とする各種支援事業の実施と担い手不足に

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

図っていくとともに、先月本町で初めて確認されたジャガイモ

シストセンチュウに対しましても、関係機関で組織する対策本

部を中心にまん延防止対策に万全を期してまいります。 

 また、食育基本法が唱えている様々な経験を通じ「食」に関

する知識、「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す

ることができる人間を育てる「食育」を推進するため関係部署

が連携し、食育推進計画の策定に向け取り組んでまいります。 

 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

続き合流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ため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補完的整備と
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して心土破砕事業を引き続き実施してまいります。 

 これらの取組が一助となって、今年も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、生乳生産量においては、酪農家の皆さ

んの日々の努力のもと、前年を上回る乳量で推移しており、乳

量回復の傾向はあるものの、離農による生産基盤の弱体化など

不安は尽きない状況が続いております。個体販売においては、

肉用牛のほか乳用牛においても前年を大きく上回る高値取引が

続いており、肉用牛では繁殖農家にとっては好調な一方、肥育

農家の経営が圧迫される状況となり、乳用牛においても高値に

よる買い控えが懸念されるなど、酪農・畜産を取り巻く環境は

変わらず厳しい状況にあります。 

 本年度においても、優良後継牛の確保を目的とした生乳生産

基盤強化対策事業をはじめ、良質な自給飼料の確保、肉用牛の

資質向上を促進するための各種対策事業を引き続き実施し、酪

農・畜産経営の安定と生産基盤の強化を図ってまいります。 

 また、韓国をはじめ近隣諸国では、口蹄疫等の家畜伝染病が

継続して発生しており、ウイルスの侵入リスクは依然高い状況

であることから、家畜伝染病自衛防疫推進事業に対しましても、

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、引き続き作業機械等の計画的な整備を

進め、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、木材市況が安定した価格水準を維持し

ていることから、主伐や間伐による素材生産も堅調に推移して

おり、木材工場の受注量も順調な動きとなっております。 

 昨年より検討を重ねてきた森林認証取得に向けた取組は、本

審査が終了し、本年中に認証林として認定を受ける見込みとな
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っており、この認証取得により、十勝地域では道有林及び町有

林を含む一般民有林を合わせ約17万ヘクタールの森林が認証林

となる見込みとなっております。今後は木質バイオマスによる

発電事業も本格化し、より一層の木材需要の高まりによって既

存の木材工場との競合が懸念されていることからも、森林認証

の取得を契機に、十勝地域が一体となった森林の維持管理を進

め、木材の安定的な生産に努めることが重要なことと考えてお

ります。 

 また、近年不足傾向であった造林用カラマツ苗木につきまし

ては、平成28年度の需要量に対し供給量が上回る見込みである

との状況が報告されていることから、今後は伐採跡地への再造

林に向けた取組を関係機関と連携し推進に努めるとともに、町

費補助事業である植栽、下草刈及び除間伐に対する支援を継続

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、昨年、盛漁期に台風及び低気圧の影響により魚網破損被害

を受け、前年より漁獲量が下回りました。また、ししゃも漁は、

悪天候で出漁日数が少なかったことから３年連続の不漁となり、

その他の魚種も含め相次ぐ気象変動による悪影響も重なるなど、

総体的な水揚げ高の低迷が続いており、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、活力ある水産業の確立に向け、国から承認を受

けた「浜の活力再生プラン」の取組方針により、種苗中間育成・

放流による「つくり・育てる漁業」を推進するための事業に引

き続き支援するとともに、漁場の環境保全及び漁獲向上のため、

漁船機器導入等に対する助成事業をはじめ、各種支援事業を継

続して実施してまいります。 
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 また、昨年の低気圧等による魚網被害への対策として、魚網

を購入するさけ定置網漁業者の借入金に対する利子補給事業を

新たに実施してまいります。 

 厚内漁港の整備につきましては、漁港の機能診断が実施され

ることから事業主体である北海道と連携を図りながら、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、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昨年と比べ件数、融資額ともに増

加しているものの、依然として地域における景気回復が実感で

きない中、中小企業を取り巻く情勢は非常に厳しいことから、

国や北海道の施策も活用しながら地域経済の活性化に向け、商

工会や金融機関との連携強化を図り支援してまいります。 

 特に町内では商工事業者の廃業や後継者不足が喫緊の課題と

なっており、本町での起業や新たな事業への取組に対し支援す

る新規創業等促進事業並びに店舗等のリフォームに対する補助

事業を新たに実施し、町内の商工事業者を支援してまいります。 

 観光の振興につきましては、道東自動車道の釧路管内阿寒イ

ンターチェンジまでの区間が今月開通する予定であり、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

流人口の増加が予測されることから、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、本町への誘

引、交流人口の増大を図ってまいります。 

 一方で、この延伸に伴い、国道38号線の交通量の更なる減少

が懸念されるところであり、道の駅うらほろの利用促進に向け

た取組を行ってまいります。 

 「森林公園」「留真温泉」「道の駅」については、引き続き
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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するととも

に、町民の福祉向上と健康増進を図ることを目的に、本年４月

から留真温泉を利用する町民の方への助成事業を実施してまい

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

昨年12月の月間有効求人倍率が「0.76倍」と前年同月を0.08ポ

イント下回る厳しい状況にあり、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一方で、従業員

不足に悩む企業もあることから、広報うらほろを活用した町内

企業の求人情報の提供や町外企業進出の情報収集、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促進

への支援を行うとともに、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図るため、一般社団法人とかち勤労者共済

センターが行っている「あおぞら共済」の加入に係る入会金及

び会費の一部を事業主に対し引き続き助成を行ってまいります。 

 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、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、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

どもを産み育てる環境の整備充実」で述べる事とし、福祉・保

健予防・医療対策について申し上げます。 

 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」をも



 - 8 -

とに各種障害福祉サービスを提供しておりますが、平成28年度

は「第２期浦幌町地域福祉計画」の最終年にあたることから、

年度内に第３期計画を策定するとともに「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、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。ま

た、国及び北海道の各種福祉施策の動向を注視し、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」に基づき、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保育サービス等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や保護者に対して、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「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情報共有及び密接な連携

を図りながら、要保護児童の早期発見や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２年目として、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。 

 本年３月に移行した介護保険地域支援事業のうち「介護予防・

日常生活支援総合事業」は、被保険者等が要介護又は要支援状

態となることを予防し、地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう、地域の実情に合った住民等の多様な主体が
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参画する多様なサービスを充実させ、地域の支えあいの体制づ

くりを推進しながら、居宅要支援被保険者等に対する効果的か

つ効率的な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、各関係機関との

連携、協力のもと、「在宅医療・介護連携推進事業」「生活支援

体制整備事業」「認知症総合支援事業」「地域ケア会議推進事業」

を包括的に実施し、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を

送ることのできる体制づくりに努めてまいります。 

 また、社会的に孤立しやすい高齢者や障がい者等が、住み慣

れた地域で安心して生活ができるよう、地域で支え合う「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、万

が一、認知症等により徘徊し行方不明になった場合でも、早期

に発見し保護することにより、生命と身体の安全を守る「ＳＯ

Ｓネットワーク」を構築し、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及び、産婦・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、母子手帳交付時から、妊娠、

出産や子育てに必要な情報提供を行い、母子の健康を支えるた

めの妊婦・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、各種がん検診につきましては、日曜健診を継続

するとともに、検診料の個人負担の軽減を図るため町負担を増

額するなど、より受診し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
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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、榊原所長をお迎えし、早

くも５年目を迎えることになりました。又、医師確保が非常に

難しい中、菅原先生、小野寺先生におかれましては昨年に引き

続き、同じ体制でご協力頂ける事になり、感謝に堪えないとこ

ろでございます。加えて新年度からは本町出身者であります高

室雅先生にも毎月１回、週末の勤務をお願いする運びとなり、

多くの本町と関わりのある先生方にご協力を頂ける事に重ねて

敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 

 平成24年度から年次計画で整備してまいりました、診療所の

医療機器等も大方順調に整備が進行しており、従来委託業務で

外注しておりました炎症等の測定について、新年度は自動血球

計数装置の導入により、診療所内において感染症・炎症の数値

が患者様を待たせずに迅速な測定が可能となるため、診断や治

療判断、病態把握にも効果が上がるものと期待しているところ

であります。 

 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。 

 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

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

の受診勧奨及び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。 

 また、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
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てきました。このことを背景に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、「データヘルス計画」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す

るため効果的な保健指導を行うとともに、患者負担の軽減につ

ながるジェネリック医薬品の普及促進により医療費の抑制を図

り、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。 

 公衆浴場につきましては、引き続き施設を管理する指定管理

者との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、総合教育会議で策定

した教育大綱を基調に、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、２年目となる「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・運動能力の向上に取り組んでまいります。 

 また、学校給食センターの平成29年度改築に向けて、学校給

食センター運営委員会で検討している基本構想に基づき、食物

アレルギー対応等を基本に、学校給食衛生管理基準に適合する

施設となるよう実施設計を行っていきます。 

 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、



 - 12 - 

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。 

 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 

 町内の住宅や店舗等を対象とした再生可能エネルギーの導入

に対する補助事業を引き続き実施し、一層の普及促進を図って

まいります。 

 ごみ処理対策につきましては、平成27年度に策定しました「浦

幌町一般廃棄物処理基本計画」に基づき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。また、

環境を守る町民意識の高揚を図るため、今年度も町内各小学校

と協働して環境美化や不法投棄防止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 

 コミュニティバスの運行については、本町の公共交通体系の

現状分析、利用実態やニーズ調査及び実証試験運行を行ってま

いりましたが、患者輸送路線バスと留真温泉無料バスを再編・

統合し、市街地内を週２回運行する予定となっており、平成29

年１月からの運行開始に向けて、車輌の購入をはじめ、運行計

画を整備してまいります。 

 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、継続事業と

して３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
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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、

経路上に残る１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」に基づく橋梁修繕工事１橋及び橋梁補修詳細調査

設計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、平成30年度に建て替えを

計画している東山町団地の基本計画を策定するとともに、十勝

太団地の水洗化工事を実施するほか、公営住宅営繕事業として

屋根塗装工事などによる環境改善を図ってまいります。 

 また、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、浦幌終末処理場が平成２年３月

に供用を開始して以来26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、標準的耐用年数を経過し老朽化によ

り機能維持が困難な設備等について「浦幌町公共下水道長寿命

化計画」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、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227基が設置され、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、給水区域における安定供給を図る

ため浦幌浄水場・幾千世浄水場等の設備等更新工事を実施する

ほか、市街地区において老朽化の著しい帯富橋橋梁添架管更新

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
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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23年が経過し、

進捗率は46.9％となっております。 

 本年度は、完了地区として「時和及び帯富の一部地区」9.51

㎢について実施するほか、農業・林業の基盤整備の促進及び進

捗率の向上を図るため、新規地区として「常豊の一部地区」9.28

㎢を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177名で、前年と比較し８名増加しました。一

方、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

係団体等と連携を取りながら、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。 

 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、安心して暮らせるように浦幌町生活安全推進協議会

内の連絡会議を通じ、警察などの関係機関との連携を更に強化

し、消費者への情報提供、啓発活動などの未然防止策を積極的

に講じてまいります。 

 葬斎場につきましては、昭和52年の建設以降、順次簡易補修

を行ってまいりましたが、その中で排気筒の損傷が著しいため、

全面的な改修を行なうとともに、併せてトイレの簡易水洗化な

ど建物内部の改修を実施してまいります。 

 墓地管理につきましては、浦幌墓園、厚内墓地の園内通路に
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ついて簡易舗装化を実施してまいります。 

 空き家対策につきましては、人口減少に伴い空き家が増加し

ている状況にあります。これら空き家につきましては、利活用

のできる建物はこれまで同様「空き家バンク制度」により情報

の提供を継続して行ってまいります。 

 また、一方で適切に管理がされていない危険な空き家等につ

きましては、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の施行

を踏まえ、本町における実態の把握に努め、計画策定に向けた

取組を実施してまいります。 

７ 防災・消防・救急体制の充実 

 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

５年が過ぎようとしておりますが、今日、全国各地で地震のみ

ならず、局所的な気象の変化がもたらす災害による被害が発生

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、常に意識を新たにし、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、地域防災計画並びに職員

初動マニュアルに基づき対応してまいります。 

 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27年５月に「とかち広域消防事務組合」が設立され、平

成28年４月から「とかち広域消防局」のもと業務を開始し、近

隣自治体との広域的な相互協力体制を図ってまいります。 

 消防団につきましては、これまでありました東十勝消防事務

組合の解散に伴い、浦幌町が継承することとなります。 
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 本年度は、第１分団に配置しております消防ポンプ自動車の

更新及び東日本大震災において、多数の消防団員が犠牲になっ

たことを踏まえ、団員の安全確保のため、特定小電力無線機を

整備するものであります。 

 活性化対策とし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、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 

 観光だけでは分からない本町の日常生活を体験することがで

きる移住体験住宅での「ちょっと暮らし」は、「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

支援を継続して行ってまいります。 

 道外の修学旅行生や北海道教育大学釧路校の学生を受け入れ

る農林漁家の民泊体験については、「うらほろ子ども食のプロ

ジェクト」を中心に進めておりますが、受け入れ家庭の理解と

拡大を図りながら引き続き交流人口拡大の取組と連携を図って

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

ロジェクトを基本とする「うらほろスタイル推進事業」を支援

するとともに、今後も地域活性化に向けて、地域おこし協力隊

による活動の充実を図ってまいります。 
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 友好町の岩手県洋野町との交流については、友好市町村交流

事業補助金の交付により、パークゴルフ交流を中心に進めてま

いります。 

 結婚を望む町民の方々に出会いと交流の場を設け、将来、浦

幌に暮らす人を増やし、まちの活性化に繋げるために、産民官

が一体となった婚活イベントを昨年に引き続き実施してまいり

ます。 

９ 公平公正な債権確保の推進 

 町の債権管理の適正化を図り、町民の皆様の公平な負担を確

保するための取組を進めています。 

 これからも町民の皆様のご協力のもと、町が保有する債権の

適正な管理に努めてまいります。 

10 協働のまちづくり 

 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おりますが、「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

の充実を図るほか、「町民アンケート」や「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、男女共同参画社会の実現に向けて、広報誌による啓発

活動や講演会の開催など町民意識の醸成を図るとともに、昨年

９月に施行されました女性活躍推進法に基づく推進計画の策定

について、調査研究を進めてまいります。 

 小学校６年生との「太陽への手紙事業」や浦幌中学校３年生

からの「浦幌活性化案の発表会」については、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、有効に活用してまいります。 
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 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、地域コミュニティを

推進してまいります。 

11 第３期まちづくり計画 重点プロジェクト 

 定住促進と人口減少を克服するため、３つの重点プロジェク

トに基づく各施策を有機的に連携させながら進めてまいります。 

 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、出産祝金を第１子目10万円、第２子目20万円、第３子目30

万円、第４子目50万円、第５子目以降は100万円に拡充してまい

ります。 

 特定不妊治療助成事業は、女性への治療費助成金の引き上げ

を行うとともに、新たに男性への治療費助成を行ってまいりま

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

者の負担軽減を図るとともに「しらかば保育園」において実施

しています一時保育については、満６ヶ月児から就学前児童の

受け入れを継続実施してまいります。 

 小学生を対象とした学童保育所の開設や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、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」を継続実施するほか、

給食費の無料化、２歳児未満の紙おむつ購入費の助成、中学生

まで医療費の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、新たに商工業対

策として新規創業等促進補助金を創設し、町内の中小企業を支

援してまいります。 

 このほか、浦幌町地域産業活性化補助金、新規就農者営農促
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進補助金、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、店舗等リフ

ォーム補助金を創設してまいります。 

 また、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、民間賃貸住宅建設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。 

 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、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、

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」となるよう町民の皆様とともに「協働の町づくり」

を進め、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28年３月７日 

浦幌町長 水 澤 一 廣  


