
 - 1 -

町 政 執 行 方 針 

 

 平成29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。 

 町政執行にあたりましては、本町の最上位計画である「浦幌

町第３期まちづくり計画」の基本目標に基づき、町民参画のま

ちづくりを一体的に推進してまいります。 

 世界経済は昨年末に日銀黒田総裁が講演で述べているように、

堅調な動きを示していますが、先行き不透明感は否めず、今後

のイギリスのＥＵからの離脱交渉や中国経済の動向、アメリカ

の世界戦略や経済政策によっては、日本の社会経済にも大きな

影響がでてくるものと思われます。 

 心配していたＴＰＰ交渉については、トランプ大統領が永久

離脱を表明した事により、回避される事になりましたが、今後

アメリカファーストでトランプ大統領が進めようとしている２

国間貿易交渉には留意が必要であり、関係団体との連絡を密に

して適切に対応してまいります。 

 安倍首相は年頭の記者会見で、「先の見えない時代にあって、

大切なことは、ぶれないこと。本年も経済最優先、デフレ脱却

に向けて金融政策、財政政策、成長戦略の三本の矢をうち続け

る。」と述べ、１月の月例経済報告で、「景気は、一部に改善

の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」と発

表しました。しかし、大都市と地方との差は依然として大きく、

地方では、個人消費の低迷、労働力不足などを理由に地域経済

の先行きには不透明感が漂っております。 

 このような中、総額97兆4,547億円の平成29年度予算案が衆議

院を通過し、年度内成立が確定しました。平成29年度地方財政

の一般財源総額は、社会保障充実分の確保を含め地方税や臨時
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財政対策債などの増加により、前年度を上回る額が確保された

ところであります。 

 しかし、地方公共団体の重要な財源である地方交付税は、前

年度より2.2％減となりました。一般財源の多くを交付税に依存

している本町の財政運営への影響が懸念されますことから、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に求めていく必要があります。 

 日本の人口減少は、加速度的に進行しており、本町において

も、出生数の減少や高齢化率の上昇など、厳しい現実に直面し

ているところであり、引き続き人口減少対策を最重要課題とし

て捉え、重点プロジェクトを強力に推し進めてまいります。 

 平成29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69億3,600万円で前年度当初予算比７億

3,400万円11.8％増、８特別会計を合わせた総額は97億2,423万

円であり、前年度当初予算比５億6,331万円6.1％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。 

 

 産業の振興について申し上げます。 

 昨年２月にジャガイモシストセンチュウが町内で初めて確認

され、蔓延防止に向けた対策を講じてきましたが、６月以降の

天候不順、そして度重なる台風被害により豆類を中心に大きな

被害をもたらし、畑作物は総じて非常に厳しい結果となりまし

た。 
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 このような状況の中で畜産部門では乳価や肉用牛価格の高値

に支えられ、畑作部門の減収を畜産部門がカバーするなど、非

常に厳しい状況にあって、本町農業の底力が垣間見られたと感

じたところであります。 

 畑作につきましては厳しい経営環境と認識し、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るとともに、新たに昨年の台風等の

被害に対する農業経営緊急支援資金の借入農業者への支援策と

して、利子補給事業を実施してまいります。 

 畜産につきましては、昨年の粗飼料の品質や収量の低下によ

り今後の生乳生産量の減少が懸念されています。肉用牛では依

然として素牛の市場価格高騰が続き、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、乳用牛では初妊牛の市場

価格が過去最高水準を更新するなど、酪農・畜産経営への影響

が大きいことから良質な自給飼料生産への支援などを引き続き

実施し、生産基盤の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補完的整備と

して、心土破砕事業を引き続き実施し、新規事業として、栄穂

地区畑地帯総合整備事業の平成30年度事業着手に向けて、計画

樹立委託業務を実施してまいります。 

 これらの取組が一助となって、今年は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。 

 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

ところでありますが、昨年は台風被害により町内の各地で倒木

などの森林被害が多数発生していることから、森林の多面的な

機能の低下が懸念されます。植栽や下草刈、除間伐に対する支



 - 4 -

援を継続するとともに、健全な森林を育成していくため関係機

関と連携し、森林の保全育成に欠かせない必要な施業に支援し

てまいります。 

 また、町有林においては、昨年３月に緑の循環認証会議の森

林認証を取得したことにより、今後は、認証基準に基づいた森

林施業を通じて、持続可能な森林経営の実現を目指し取り組ん

でまいります。 

 漁業につきましては、秋さけ定置網漁が、台風の影響で操業

開始が遅れたため一昨年より漁獲量減となりました。また、そ

の他の魚種も相次ぐ気象変動による悪影響が重なるなど、漁業

を取り巻く環境は厳しい状況下にあります。 

 こうした中、国の事業である「水産多面的機能発揮対策事業」

の採択を受けたことから、沈下流木の撤去作業などの保全活動

に協力してまいりますとともに、「つくり・育てる漁業」を支援

するとともに、漁獲向上のための各種支援事業を継続して実施

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、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、近年、新規融資件数、融資額と

もに増加傾向にはあるものの、景気回復が実感できない中、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、新た

に起業創業・事業者支援事業を実施するなど、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昨年３月開通し、道央圏などから

道東への観光等を目的とした交流人口は増加しており、本町の

貴重な観光資源である「森林公園」「留真温泉」「道の駅」につ
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いては、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をしてまいり

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

昨年12月の月間有効求人倍率が前年同月を数字上では上回る状

況で、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

の提供に加え、町内企業の求人に関する実態把握と支援を各種

産業振興施策と一体的に推進して、雇用促進への支援を行うと

ともに、福利厚生の充実を図るため、「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助成を行い、季節労

働者救済対策としては、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、社会保障の向上及び増進につきましては、平成27

年度からの３年間を１期とする「第４期浦幌町障がい福祉計画」

が最終年となることから、現行計画の評価を行いながら、次期

「第５期浦幌町障がい福祉計画」の策定作業を進めてまいりま

す。 

 生活に困窮している方のために、解決に向けた支援を行うほ

か、各種福祉施策については、国及び北海道の動向を注視して、

適時適切に対応してまいります。 
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 児童福祉につきましては、保育サービス等提供体制の確保に

努めるとともに、心身の発達が気になるお子さんに対して、一

人ひとりの状況や発達に応じた療育の支援を行い、関係機関と

情報等を共有し、適切な連携のもとで円滑に対応してまいりま

す。 

 高齢者福祉につきましては、本町の高齢化率が「39％」を超

え、在宅で暮らす独居世帯、夫婦世帯の高齢者などが安心して、

いきいきと生活ができるように、地域全体での助け合い、支え

合うための仕組みづくりが求められていることから、高齢者福

祉団体など高齢者の自主的な活動に対し支援するとともに、地

域で見守る「高齢者・障がい者見守りネットワーク事業」及び

認知症等により徘徊し行方不明になった場合に、早期に発見す

る体制として「ＳＯＳネットワークシステム」を引き続き実施

してまいります。 

 介護保険事業につきましては、平成30年を初年度とする次期

３か年計画である「第７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、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を続ける

ことができるよう、「地域包括ケアシステム」の構築を進めてま

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、浦幌町として他町に先駆けて各種政策を実施してきたと

ころであります。 

 町立診療所の運営につきましては、医師不足が慢性化してい

る地域医療の中で、平成29年度も昨年と同様の医療体制を維持

することができるようになり、榊原所長そして、定期的にご協

力をいただける菅原先生、丹生谷先生、小野寺先生、高室先生

には、改めて心から感謝申し上げます。 
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 今後も受診しやすい体制整備と内容の充実を図りながら、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、平成30年４月には国民健

康保険事業の制度改革が実施されますが、円滑に事業運営が図

られるよう努めてまいります。 

 

 教育・文化及びスポーツの振興について申し上げます。 

 総合教育会議で策定した教育大綱を基調に、４月から新制度

へ移行する教育委員会と緊密な連携を図ってまいります。 

 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。 

 

 環境対策について申し上げます。 

 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。 

 新たにスプレー缶の排出につきましては、中身を使い切った

上で、穴開けをせずに排出をしていただくことにいたします。 

 

 快適な生活ができるまちづくりについて申し上げます。 

 コミュニティバスは、本年１月４日から運行を開始しており

ますが、利用促進に努めてまいります。 

 本年３月４日のダイヤ改正に伴い、上厚内駅が廃止されまし

た。過去５年間の乗降人員調査ではゼロであり、やむを得ない

結果でありますが、今後も町民の足を確保するため、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北海道に要請してまいります。 
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 最も基本的なインフラである町道整備につきましては、新規

事業、継続事業を実施するとともに、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、津波避難対策における避難路として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」に基づく事業を実

施してまいります。 

 住宅施策につきましては、「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の実

施設計に着手するとともに、厚内団地の水洗化工事を実施する

ほか、公営住宅営繕事業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、浦幌終末処理場が供用を開始し

て以来27年が経過し、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。 

 簡易水道につきましては、浦幌浄水場・幾千世浄水場等の設

備等更新工事、市街地区において老朽化の著しい幹線配水管更

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、平成５年度に着手して以来24

年が経過し、進捗率は46.9％となっておりますが、本年度は、

事業継続地区として「常豊の一部地区」9.28㎢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、本町において、

昨年１名の交通死亡事故が発生し、交通事故死者ゼロ日数が千

日を目前で途絶えてしまいました。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、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。 



 - 9 -

 消費者対策につきましては、特殊詐欺や悪徳商法等の被害か

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のもと、

消費者への情報提供、啓発活動などの未然防止策を引き続き講

じてまいります。 

 空き家対策につきましては、実態調査を実施し、現状を把握

した上で、特定空家の対処等を国が示した指針や北海道が作成

した「特定空家の判断の手引き」をもとに先進地の取組も参考

にし、検討してまいります。 

 

 防災・消防・救急体制の充実について申し上げます。 

 昨年は、４月に熊本地震、８月には台風７号、11号、９号、

10号が北海道を直撃、10月に鳥取県中部地震、11月には東日本

大震災の余震といわれるＭ7.3の大地震が発生いたしました。 

 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るだけに、地域防災組織の

設立を呼び掛けるなど、常に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。 

 また、消防・救急業務につきましては、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、本年度は計画的整備に

基づき、消防署に配置しております消防指揮広報車を更新し多

種多様化する災害に対応してまいります。 

 浦幌町消防団は、浦幌消防創設100周年という大きな節目の年

を迎えました。これまで本町の消防行政発展のためにご尽力を

賜りました関係各位に衷心より感謝を申し上るところでありま

すが、近年は消防団員の減少や高齢化により、消防力の低下が
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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。 

 

 定住・移住・交流人口の拡大対策について申し上げます。 

 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行うとともに、「ＮＰ

Ｏ法人住んでみたい北海道推進会議」との情報共有を図ってま

いります。 

 友好町の岩手県洋野町との交流については、各産業団体の交

流も進んでおり、平成29年度は、「たねいちウニまつり」におい

て、物産交流を行ってまいります。 

 また、「うらほろスタイル推進事業」では、新事業創出・育成

支援組織構築事業、はまなすブランド開発発展事業及びサテラ

イトオフィス・コワーキング運営事業を支援してまいります。 

 このうち、新事業創出・育成支援組織構築事業では、起業を

考える都会の若者や移住候補者を対象とした地域滞在型研修を

平成27年度から行ってまいりました。平成29年度は、１週間に

10人の滞在研修を延べ１か月間実施し、地域資源の活用と農林

漁業の体験を通じて、浦幌での働き方や暮らし方のきっかけを

つくる機会を提供してまいります。 

 

 協働のまちづくりについて申し上げます。 

 本町では、「町民参加条例」を制定し町民参加の協働のまち

づくりを推し進めていますが、「まちづくり出張説明会」を通

して、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、一昨年から施行されました女性活躍推進法に基づく推
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進計画の策定については、男女共同参画基本計画との整合性を

図りながら、更に調査研究を進めてまいります。 

 

 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。 

 日本全体の人口減少が進む中で、浦幌町としていかに人口減

少を食い止めるかが、最重要課題であり、第３期まちづくり計

画の策定での重点プロジェクトとして、「子どもを産み育てる環

境の整備充実」「雇用機会の創出」「居住環境の整備充実」とし

て進めてまいりました。 

 平成29年度の予算編成も重点プロジェクトを中心に編成した

ところであります。 

 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、通常保育料の第２子の半額、第３子の無料化、「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か月児から就

学前児童の受け入れ、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、中学生までの医療費無料化、

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。 

 小学生を対象とした学童保育所の開設や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、昨年、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。 
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 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。 

 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。 

 

 平成29年３月６日 

浦幌町長 水 澤 一 廣  


