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町 政 執 行 方 針 

 

 令和元年第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、この度の町長選挙におきまして、４期目の町政運営を

担わ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、あらためて責任の重さ

をしっかり受け止め、３期12年の町政運営・経験を活かし、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、住みやすい、住んでよかったと思え

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。 

 本年は、平成の時代が幕を閉じ、令和という新たな時代が幕

を開けた大きな節目の年であり、また、本町が開町から120年を

迎える記念すべき年であります。 

 この間、浦幌町の発展に貢献された先人の皆様に深く感謝と

敬意を表しますとともに、あらためて更なるまちづくりに努力

していかなければならないと、決意を新たにしているところで

あります。 

 本年度の国の予算は、総額101兆4,564億円と昨年度当初予算

を３兆7,437億円上回り、当初予算として初めて100兆円を超え

ました。令和元年度地方財政の一般財源総額は、昨年度を上回

る額が確保されたところであり、地方公共団体の重要な財源で
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ある地方交付税についても、７年ぶりに前年度を上回る額が確

保されましたが、７年前の平成24年度と比較すると約１兆3,000

億円の減額となっており、増額されたとはいえ、依然として厳

しい状況に変わりはありません。今後も国には「財政調整機能」

を十分認識し、地方交付税総額の安定的確保を図るよう求めて

いく必要があります。 

 このように厳しい財政状況ではありますが、本町の最上位計

画である「浦幌町第３期まちづくり計画」に基づき、各種施策

を推進してまいります。 

 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

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協定の発効によ

り、農林水産業に大きな影響を与え、食の安全・安心を危うく

するばかりか、地域の経済をも大きく変えかねないことが危惧

される中、トランプ大統領は日本との貿易交渉で早期妥結を図

る考えを示し、日米で協議が進められるなど、更なる影響を受

けかねない状況であり、今後の動向も注視しながら、関係団体

との連携を密にして、情報の共有などを図りながら適切に対応

してまいります。 
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 本町の昨年の農業は、６月の低温・長雨による影響を受け、

畑作では、小麦のほか特に一部の豆類で大きな減収となり、酪

農畜産においても、粗飼料の収穫や生育にも大きな影響を受け、

更に９月の胆振東部地震による道内全域のブラックアウトの発

生により、搾乳の停止や生乳の廃棄に追い込まれるなど、大き

な痛手を受けましたが、酪農家の皆さんの努力によって生乳生

産量は前年を上回り、乳価の上昇や個体価格も堅調であったこ

とから、災害が多かった年にもかかわらず、農業全体では史上

３位の成果となり、安堵しているところであります。 

 畑作につきましては、先行き不透明な農業情勢が続くなか、

生産奨励をはじめ、新規就農者への支援など各種事業を通じ担

い手の育成や経営支援を行い、本町の農業活性化を図ってまい

ります。 

 畜産につきましては、乳用牛においては初妊牛などの市場価

格は落ち着きを見せてきたものの依然高水準であることから、

高能力初妊牛等の導入に対し引き続き支援するとともに、肉用

牛においても素牛の高値取引の状況が続いていることから、特

に厳しい経営環境におかれている肥育農家への支援も含め、優

良後継牛導入や地域内一貫生産に対する支援を引き続き実施し、

酪農・畜産の生産基盤強化を図ってまいります。 

 農地基盤の整備につきましては、合流地区及び栄穂地区道営

畑地帯総合整備事業並びに令和元年度から事業着手となる恩根

内地区道営畑地帯総合整備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。これらの取組

が一助となって、豊穣の出来秋が迎えられることを念願してや
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まないところであります。 

 林業につきましては、木材生産及び木材市況が共に堅調に推

移しております。しかしながら、造林業や製材加工業、原木の

安定供給に欠かせない運送業者の慢性的な人手不足が続いてお

り、林産業の発展への課題であると認識しております。来年度

には北海道立「北の森づくり専門学院」の開校が予定されてお

り、十勝管内においても多様な地域実習が行われる予定である

ことから、林業の担い手の確保と育成につながるものと大きな

期待を寄せているところであります。 

 また、本年度より森林環境譲与税の譲与が始まることから、

その一部を活用し森林・林業の普及啓発等に資する事業を実施

するとともに、今後の活用にあたっては関係法令に則り、本町

に適した森林の整備や担い手の育成及び確保、木材利用の促進

など有効な活用を行うよう関係機関と連携し、適切な森林施業

の推進と健全な森林の育成に取り組んでまいります。 

 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、３年魚が主体となったため漁獲量・漁獲金額共に２年連続

の大不漁となり非常に厳しい状況となりました。 

 その他の魚種においても相次ぐ気象変動による悪影響や総体

的な水揚げ量・魚価の低迷が続くなど、漁業を取り巻く環境は

一層厳しさを増していることから、「つくり・育てる漁業」への

支援をはじめ、漁獲向上のため各種支援事業を継続するととも

に、新たに集中的にヒトデを駆除する「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を継続させるため支

援を実施してまいります。 

 また、漁業基盤の強化を促進するため、大津漁業協同組合が
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地震対策として実施する「船揚場減災対策事業」へ引き続き支

援するとともに、ブラックアウト対策など新たに実施する「荷

捌所防災・減災対策改修事業」に対し、豊頃町とともに支援を

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するとともに、漁

業操業の妨げとなる流木処理についても、適宜対応されるよう

関係町と連携を密にして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は高い水準にあるものの、地域にお

ける景気回復が依然として実感できないまま、中小企業を取り

巻く情勢は厳しいものとなっており、そのような状況も相まっ

て町内の商工事業者の廃業や後継者不足など喫緊の課題も抱え

ていることから、商工会や金融機関との連携を強化し、地域経

済の活性化に向け支援してまいります。 

 また、本年10月には消費税率の引き上げが予定されているこ

とから、低所得者や子育て世代に対する支援策として、国庫補

助を活用し、プレミアム付商品券を発行するとともに、併せて

商工会が実施する一般町民向けプレミアム商品券発行事業に対

しても支援を行うことで、町内の消費喚起を促し、本町経済に

与える影響が少しでも緩和されるよう努めてまいります。 

 観光の振興につきましては、「森林公園」、「留真温泉」、「道の

駅」を拠点として、本町の観光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、本年は産業交流施設レストラン施設

のリニューアルオープンも予定していることから、道東自動車

道や国道38号線などから車両の誘引を図るなど、交流人口の拡
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大と利用促進に向けた取組を行ってまいります。 

 また、町民の福祉向上と健康増進を図ることを目的とした、

留真温泉を利用する町民の方への助成事業を引き続き実施して

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

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

の確保に悩む企業がある状況です。 

 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いくとともに、福利厚生の充実

を図るため、事業主に対し「あおぞら共済」に係る費用の一部

助成を行い、季節労働者救済対策として、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事業を進め、失業者

対策では、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。 

 

 福祉・保健予防・医療対策について申し上げます。 

 社会福祉及び障がい者福祉につきましては、第２期浦幌町障

がい者計画を最上位計画とし、その他の各種福祉計画に基づい

た福祉サービスを提供してまいります。 

 本年７月には、平成11年度以来となる十勝地区身体障がい者

スポーツ大会を浦幌町で開催することとなりますので、その成

功に向けた取組を進めてまいります。 

 生活に困窮されている方々への支援については、民生委員等
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とも連携し、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。 

 児童福祉につきましては、町の子育て環境の向上を図るため

策定しました第１期の「子ども・子育て支援事業計画」が５年

の計画期間を終えることから、令和２年度を始期とする第２期

計画を策定してまいります。また、園児数の減少や市街地の浦

幌幼稚園としらかば保育園の施設老朽化が喫緊の課題となって

いる中において、多様化する教育・保育ニーズに適応した運営

やコストの低減化を図るため、浦幌幼稚園としらかば保育園を

統合し、子どもたちに質の高い教育・保育を提供するため、令

和３年度の開園を目指した「認定こども園」の整備事業を進め

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、関係機関と情報等を共有し、適切な連携のもと

対応してまいります。 

 高齢者福祉につきましては、本町における65歳以上人口の割

合である高齢化率が「41％」を超える中、高齢者の方々がそれ

ぞれの住み慣れた地域で安心して自立した生活を送り続けられ

ますよう、平成30年度から令和２年度までを１期とする「老人

福祉計画・第７期介護保険事業計画」に基づき、高齢者福祉施

策や介護サービスの充実、健康の保持・増進及び介護予防など

に努め、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を切れ目な

く提供する「地域包括ケアシステム」の構築を進めてまいりま

す。 
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 また、「高齢者等見守りネットワーク事業」を通して、地域の

見守りにより高齢者・障がい者等の安心できる生活を支え、「徘

徊高齢者等ＳＯＳネットワークシステム」により、認知症等に

よる行方不明者について早期発見が可能な体制を引き続き提供

し、高齢者にやさしい生活環境を整備してまいります。 

 保健予防につきましては、安心して出産できる環境づくりを

推進するため実施している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」及び「新

生児聴覚検査」に要した費用の助成事業を継続してまいります。 

 また、成人や高齢者の健康を守るため、各種検診内容の充実

を図るとともに、健康づくりへの動機付けを促進するための「健

康マイレージ事業」を推進し、健診受診率の向上及び生活習慣

病の重症化予防に努めてまいります。 

 風しんの感染拡大を防ぐために国が実施する「緊急風しん抗

体検査等事業」により、浦幌町でも予防接種を受ける機会が無

かった昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生ま

れた男性を対象とした抗体検査及び予防接種を無料で行ってま

いります。 

 町立診療所の運営につきましては、医師多忙の中においても

患者本位の体制を確保しながら、引き続き毎週水曜日の夜間診

療、毎月第２・第４の日曜診療を継続してまいります。 

 また、災害等により停電が発生した際の非常時において、診

療に支障をきたさないよう万全な体制で対応するため、非常用

発電機を新たに設置してまいります。 

 今後とも浦幌町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、町民の皆様が安心して暮らせるよう安全で信
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頼していただける診療所づくりに努めてまいります。 

 国民健康保険事業では、生活習慣病の早期発見や予防対策と

して実施している国保人間ドック事業について、健康寿命の延

伸に役立てていただくため、対象年齢を30歳以上５歳刻みで65

歳までとしているものを、70歳まで拡大してまいります。 

 

 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「学びと活動」を実現するため、総合教育

会議で策定した教育大綱に基づき、教育委員会と緊密な連携を

図って進めてまいります。 

 学校教育については、「地域とともにある学校づくり」を推進

するため、導入５年目を迎えた「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んでまいります。 

 また、情報活用能力の育成を図るため、タブレットパソコン

を計画的に小中学校に整備し、ＩＣＴを活用した学習活動の充

実に努めてまいります。 

 全国的な課題となっている「学校における働き方改革」につ

いては、実態をもとにした計画的改善を進めてまいります。 

 社会教育については、地域学校協働本部を設置し、地域と学

校・公民館が連携・協働しながら、「人づくり・つながりづくり・

地域づくり」を推進してまいります。 

 また、公民館を中心に家庭教育学級や少年教育、高齢者教育

などの生涯学習事業を充実するとともに、社会体育施設につい

ては、指定管理者による効率的な施設運営とボランティアによ

る町民協働の管理を行い、体力向上・健康増進を図ってまいり
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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。 

 

 快適な生活ができ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、町民の移動手段として定着してまいり

ましたコミュニティバス及び本別・浦幌生活維持路線バスの利

用促進を図るとともに、浦幌市街地のタクシー業務の撤退に伴

う公共交通空白地有償運送の導入を進めてまいります。 

 また、これまでと同様に浦幌駅の特急停車駅の維持など、公

共交通機関としての機能維持について、ＪＲ北海道と情報共有

を図ってまいります。 

 最も基本的なインフラである町道整備につきましては、継続

路線のほか新規３路線の整備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。 

 橋梁修繕につきましては、橋梁の長寿命化並びに予防保全を

図るため「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき修繕工事を実施し

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、東山町団地公営住宅買取

事業を継続するとともに、厚内団地水洗化改修工事に取り組む

ほか、公営住宅営繕事業による住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併せて行ってまいります。 
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 公共下水道につきましては、浦幌終末処理場が供用開始から

29年が経過し、機能維持が困難な設備等について「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、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243基が設置され、その維持管理に努

めているところですが、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を図る

ため浦幌浄水場及び幾千世浄水場等の設備等更新工事を計画的

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、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26年が経過し、

進捗率は50.7％となっております。 

 本年度は、継続地区として「字福山及び字炭山、字常豊の一

部地区」9.17㎢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、本年５月には

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。 

 空家対策につきましては、空家等対策計画に基づき、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
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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」に基づき分別の徹底について周知を図り、減量化やリサ

イクル化の促進に引き続き取り組んでまいります。 

 

 防災・消防・救急体制の充実について申し上げます。 

 近年、全国各地で地震や局所的な気象の変化がもたらす災害

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、町民の生命、財産を守るため、地域防災計画

に基づき対応してまいります。 

 災害発生時の被害の軽減を図るには、「自助」、「共助」、「公助」

が有機的につながることが必要であることから、以前より町で

は、「共助」である自主防災組織の設立を呼び掛けており、昨年

度からは、行政区内において、防災に関する事業の実施と防災

委員の設置をお願いし、本年度において、11行政区で防災委員

を設置していただいたところであります。 

 防災委員を設置されていない行政区につきましては、行政区

内での設置に向けた協議を行っていただくよう、「まちづくり出

張説明会」などを通じ、引き続きお願いするとともに、防災委

員を設置された行政区に対しましては、活動に関する支援など

を行ってまいります。 

 また、災害時における情報収集・発信のためのWi-fi（ワイフ

ァイ・公衆無線LANアクセスポイント）環境の整備につきまして

は、現在、役場庁舎、教育文化センター及び保健福祉センター

並びに避難所である町内４公民館及び総合スポーツセンターに

おいて整備済みですが、本年度において、新たに町内４小中学
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校において整備を図ります。 

 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

ころでございます。 

 また、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、幅広い年齢層において消

防団員の確保に努めるとともに、近年多発する林野火災の延焼

拡大を防止するための背負い式消火水嚢器具並びに現場活動に

必要な安全装備品を計画的に配備し、災害対応力の向上に努め

てまいります。更には、消防団員が水火災、警戒、訓練等の職

務に従事した場合に支給する出動費用弁償を平成８年以降23年

振りに見直しを行い、重要な役割を担う消防団の処遇改善と消

防防災体制の一層の充実を図るものであります。 

 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

増加傾向にある中で、さら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、町民を対象とした普通救命講習の

充実を図り、応急処置の普及啓発を推進してまいります。 

 

 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、収納率向上に向け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・
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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」は、昨年、うらほろスタイル推進地域協議

会が特定非営利活動法人うらほろスタイルサポートを設立し、

組織強化を図ってまいりました。 

 今後も昨年12月にオープンした「うらほろスタイル複合施設

FUTABA」をうらほろスタイル推進事業の活動拠点として、地方

大学の学生と町内の小中学生、高校生等との連携事業や宿泊・

滞在施設として有効活用してまいります。 

 平成29年度に大手ＩＴ企業や製薬会社の社員と町民による

「うらほろワークキャンプ」を実施し、関係者が組織する会社

が設立されましたが、今年度は地方創生推進交付金を活用して

都市圏の企業人と町民で地域課題の解決を図るためのネットワ

ークを組織し、新たな産業や雇用の創出を図るモデル事業を構

築してまいります。 

 官民協働の組織として設立しました常室ラボ運営委員会の事

業では、昨年９月に常室カフェがオープンし、３ヶ月間の営業

を行いました。本年度は通年営業を目指すとともに林業木材産

業をはじめとする人材育成の他、地域間交流事業を展開してま

いります。 

 友好の町の岩手県洋野町との交流については、引き続きパー

クゴルフ交流及び「たねいちウニまつり」において、物産交流

を行うとともに、職員間の交流を図ってまいります。 
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 協働のまちづくりについて申し上げます。 

 本町では、平成24年に「町民参加条例」を制定し、協働のま

ちづくりを進めてまいりました。 

 これまでも多くの町民の参加手段として広報誌、ホームペー

ジ及び電子メール配信サービス「メルマガ」により行政情報を

発信してまいりましたが、本年度は「まちづくり出張説明会」

や各種会議を利用して「メルマガ」のＰＲ活動を重点的に行い、

登録者数の拡大を図ってまいります。 

 また、平成24年度から「自主防災組織」や「各種補助制度の

説明」など、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」を実施しておりますが、引き続きより多

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。 

 昨年３月に浦幌町男女共同参画基本計画を策定しましたが、

審議会等の女性の登用率の向上を図るとともに、今後も女性も

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３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。 

 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、子ども・子育て支援法が改正されたことにより、本年10月

１日から、３歳から５歳児の全世帯及び０歳から２歳児は、住

民税非課税世帯を対象に、認可保育所などの利用料が無料にな
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ることから、町独自で実施している保育料無料化の拡充を検討

するとともに「しらかば保育園」で実施している一時保育につ

いては、満６ヶ月児から就学前児童の受け入れを引き続き実施

してまいります。 

 この他、出産祝金の贈呈、給食費の無料化、２歳児未満の紙

おむつ購入費の助成、中学生まで医療費の無料化、不妊に悩む

ご夫婦を支援するため特定不妊治療費の助成を継続実施してま

いります。 

 保護者が労働等により日中家庭にいない児童の健全な育成を

図るため、上浦幌中央小学校を学区とした「上浦幌児童クラブ」

や浦幌小学校を学区とした「学童保育所」の開設と子育て支援

センターの「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。 

 プロジェクト２の「雇用機会の創出」では、商工業対策とし

て創設した新規創業等促進補助金のほか、浦幌町地域産業活性

化補助金、新規就農者営農促進補助金、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、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、住宅リフォーム補助及び店舗等リ

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。 

 

 地方創生法が施行されて５年が経過しようとしています。国
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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

をかける施策を総合的かつ計画的に実施してまいりましたが、

地方創生の実現には息の長い取組が必要と考えています。 

 引き続き人口減少対策を最重要課題として捉え、定住対策推

進のための重点プロジェクトを強力に推し進めるとともに「浦

幌町第３期まちづくり計画」が９年目となることから「浦幌町

第４期まちづくり計画」の策定に着手してまいります。 

 

 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、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」を町民の皆様とともに進め、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。 

 

 令和元年６月10日 

浦幌町長 水 澤 一 廣  


