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平成２８年度 町政執行方針 

 

◇ は じ め に 

平成２８年第１回池田町議会定例会議の開会にあたり、平成２８年度の町政執行について、基本的な考え

方を申し上げます。 

現下の日本経済は、成長戦略を柱とする経済財政政策の推進により企業収益が改善し、雇用・所得環境に

改善傾向が見られるなど、緩やかな回復基調にあるとされていますが、個人消費をはじめとした内需拡大の

動きは鈍く、中国経済の減速などのリスク要因も加わり、先行きが懸念されています。 

国の予算編成においては、「経済・財政再生計画」で掲げた「経済再生による財政健全化」の方針のもと、

強い経済の実現に向けた、「まち・ひと・しごと創生」の取組みと、誰もが生きがいを持って充実した生活を

送ることができる「一億総活躍社会」の実現に向けた取組に重点が置かれ、地方に対しても国の政策と足並

みをそろえた取組みの実施が求められているところです。 

地方財政への対応につきましては、一般財源の総額を、前年度と同水準で確保するとされていますが、本

町においては、景気回復の実感は薄く、逆に、加速する人口減少や少子高齢化の進行、ＴＰＰへの対応、公

共施設の老朽化など、顕著化する地域課題を抱え、財政需要が増加している状況にあることから、これまで

同様、有効な財源活用を進めていく必要があります。 

本年度は、昨年度に取りまとめた、第４次総合計画後期基本計画のスタート年となります。計画に基づき、

必要な施策に取り組み、第４次総合計画のスローガンである「いきいきはつらつ 心うるおう 住みよい町 

いけだ」の実現に向け、町民の皆様との協働により、まちづくりを進めていきます。 

 

◇ 予 算 概 要 

２８年度の予算につきまして、これまでと同様に、的確な財源確保と有効な活用を念頭に、第４次総合計

画などに基づき、有効かつ効率的な財政運営を考慮しながら編成しました。 

予算の概要につきまして、一般会計の歳入では、町税は、引き続き人口減や景気低迷下にあるものの、個

人町民税が、給与所得と農業所得の伸びにより４．１％の増、固定資産税は、評価替えによる家屋の減価が

ないことから４．７％の増、また、軽自動車税においても重課課税の導入で１６．９％の増としており、町

税全体では３．８％の増を見込んでいます。 

普通交付税は、２８年度地方財政計画等で示された２７年度交付決定額の０．３％減を基に、国勢調査に

おける人口減少の影響と公債費算入額の増加分を考慮し、前年度当初予算と同額程度を見込んでいます。 

歳出においては、町道整備、住宅整備、教育施設整備などの投資的事業を予定しています。経常的経費で

は、引き続き、効率化を図りながら、町単独の各種支援事業の継続、充実を図り、住みよいまちづくりのた

めの費用などを盛り込み、総額で６３億９千１０５万６千円、対前年度比６．７％の減としました。 

４特別会計と３公営企業会計を含めた全会計の予算総額は、１１６億１千６１６万円で、対前年度比は

５％の減としています。 

それでは、第４次総合計画の施策の大綱に基づき、平成２８年度の町政執行方針を申し上げます。



 - 2 - 

◇基本目標１「いきいきはつらつ安心のまちづくり」 

最初に「いきいきはつらつ安心のまちづくり」を実現するための「保健・医療の充実」「福祉の充実」「子

育て支援の充実」についてです。 

 

政策１「保健・医療の充実」 

まず、「健康づくりへの支援」につきましては、住民一人ひとりが健康意識を持ち、主体的に健康づくり

に取り組める支援を進めます。乳幼児から高齢者までの各年代に合わせた健康づくりの支援として、各種検

診や訪問活動などを行っていきます。 

従来４０歳以上を対象としていた特定健診の対象を３０歳以上とし、健康寿命を延伸するために、若年期

からの生活習慣病予防に取り組みます。また、本年４月より、日本脳炎の予防接種が北海道でも定期接種と

して実施することになりましたので、対象となる方に正確な情報を提供し接種を勧めていきます。 

 

次に「地域医療体制の充実」についてです。 

病院事業につきましては、指定管理者による運営が５年目となり、医師を初めとする医療スタッフも安定

的に確保され、地域に密着した病院として、住民の皆様の健康維持に一定の役割を果たしてきております。 

医療水準を維持するため、計画的に医療機器の更新を行い、医療スタッフの意識向上のため積極的に研修

医の受け入れなども行っていきます。 

 

政策２「福祉の充実」 

次に「地域福祉の推進」についてです。 

だれもが地域で自立した生活を送るため、地域における支援体制の確立が求められています。民生児童委

員やボランティアスタッフなどの地域福祉を推進する人材の育成・確保が重要であり、地域の皆様や関係団

体、行政など相互に連携を図っていくことが求められています。 

災害時や緊急時には隣人同士の助け合いが重要であることから、公区や自治組織・地域団体の協力をいた

だきながら、体制づくりを進めます。 

障がいをもつ皆様や生活に困窮している皆様が地域で生活をしていくための各種支援も引き続き行なっ

ていきます。 

 

次に「高齢者福祉の充実」についてです。 

高齢者の皆様が、住み慣れた地域で安心して、いきいきと生活ができるよう、サービス事業者と連携を図

りながら、健康状態、生活状態に合わせた支援を行っていきます。 

介護保険制度改正により介護予防事業が大きく変わりますが、生活支援体制整備事業の実施や町独自の基

準緩和型の通所サービスなどを事業者の皆様の協力をいただき実施していきます。 

また、関係する他職種相互の協働による包括的支援体制の整備、認知症地域支援推進員の配置や予防のた

めの事業実施による認知症対策の推進、成年後見制度の活用による権利擁護の取り組みなどのサービス充実

に努めていきます。 

 

次に「障がい者福祉の充実」についてです。 

 障がいを持つ皆様が自立して地域で生活できる共生社会実現のため、各機関の連携・協力により、支援体

制の構築や地域生活への移行促進、就労支援の強化を図ります。 

 事業者が町内で予定しているグループホーム整備に対する助成を行うなど、サービス事業者の体制の整備、

円滑な運営が確保されるよう支援していきます。 

 

次に「社会保障の推進」についてです。 

国民健康保険事業については、近年一人当たりの医療費が増加しているため、本年４月１日から、医療費

にかかる保険税率の改正を行い、安定的な会計運営に努めます。 

また、生活習慣病を予防するための特定健診の受診率向上を図り、町民の健康を維持することにより社会

保障費の抑制に努めます。 
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 国保会計の運営は、平成３０年度に北海道に移管されることが決定しており、本年度は、移管スケジュー

ルに沿い、運営の在り方会議の開催が予定されていますので、出席し町民の皆さんへの情報提供に努めます。 

 後期高齢者医療保険料は、２年に一度の改定年となり、平成２８年度、２９年度は、所得割・均等割とも

に減額改定となります。 

介護保険事業につきましては、介護保険法の改正により、介護予防事業など制度が大きく変わるものもあ

りますが、必要なサービス量の確保と適切な会計運営に努めます。 

 

政策３「子育て支援の充実」 

次に「安心して子どもを生み育てやすい地域づくり」についてです。 

妊娠・出産・子育てへの不安を軽減し、安心して子どもを生み育てられる地域子育て環境づくりを目指し

ます。 

現在実施しています特定不妊治療費の助成について、経済的負担の軽減を一層図るために本年度から助成

額を増額いたします。また、新たに２歳児相談を開始し、子育てに関する相談体制の充実を図ります。 

本年度からカトリック幼稚園が子ども・子育て支援法による施設型給付を受ける施設となりますので、同

園が行う一時預かり及び障害児保育に対して交付金を支給し、事業の推進を図ります。 

子育て支援の一助として、本年４月から、１８歳の誕生日の属する年度末まで、子どもの医療費の全額助

成を拡充し、安心して子育てが行える地域づくりを進めます。 

 

次に「仕事と子育てが両立できる環境整備」についてです。 

保護者の保育ニーズにあった保育の確保や学童保育所の運営等を行います。一時預かり保育や障がい児保

育、広域保育に加え、本年度より病気の回復期にある児童を専用の保育室において預かる、病後児保育を実

施します。また、認可外保育所であります、北部地域保育所への助成を継続して行います。 

 

次に「障がいのある子どもに対する支援」についてです。 

発達支援センターを中心に、保健・福祉・教育・子育て支援に関連する係の連携を強化し、早期療育・相

談支援の充実を図ります。また、幼児期から青年期まで一貫した支援が受けられるように、町内の保育所・

幼稚園・学校や、町外の福祉・医療などの専門機関とも連携を図り、幼児期・学齢期・青年期と継続した支

援を行っていきます。 

 

◇基本目標２「地域資源を生かした個性的で活力あるまちづくり」 

次に「地域資源を生かした個性的で活力あるまちづくり」を実現するための「農・林業の振興」「商工業

の振興」「ブドウ事業の振興」「観光の振興」についてです。 

 

政策１「農・林業の振興」 

まず、「農業経営の体質強化」については、担い手への農地の集積を進めるとともに、複数戸法人化、新

規参入や第三者経営継承も含めた担い手への支援、就農環境の整備充実を図るための農作業安全対策の取り

組み、作業効率化を図るためのＩＣＴを活用した取り組み、防除用給水施設整備への取り組みを支援します。

また、後継者支援として、引き続き縁結び事業や他の交流事業への参加などにより配偶者対策に取り組みま

す。 

酪農・肉牛の振興については、飼養頭数の増頭を図る酪農、和牛経営への支援、乳牛・和牛の疾病予防へ

の取り組みに対する支援を引き続き行ないます。また、畜産農家の経費削減と飼料自給率向上のため、町営

牧場の有効利用を図っていきます。 

有害鳥獣による農林業被害対策については、農業者が実施する自衛対策への取り組みや、ハンター養成の

ための支援を行なうとともに、駆除や狩猟により捕獲したエゾシカを地域資源として有効利用するための解

体加工施設の利用促進を図ります。今後も農業者をはじめ猟友会・関係機関との連携を強め、効率的な有害

鳥獣駆除を継続していきます。 
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次に「農村資源の保全・向上」についてです。 

農業基盤整備については、高島農協管内の「池田北部東地区」と「池田北部西地区」、池田町農協管内の

「清舞地区」において、道営畑総事業が進められているところですが、計画年内での事業完了を要望してい

きます。 

また、川合地区「国営土地改良事業」、大森地区「国営利別川左岸地区直轄明渠排水事業」による排水機

場が完成しますので、稼働体制を整えます。 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための「多面的機能支払交付金事業」と環境負荷の低

減を図るための「環境保全型農業直接支援事業」に引き続き取り組みます。 

農村環境対策については、農業廃棄物の適正処理を推進するため、助成措置を継続して行ないます。 

 

次に「農村地域の活動」についてです。 

農協青年部による食育活動や各種イベントへの参加など、農業の役割や重要性を伝える活動が行なわれて

います。また、活動が定着している修学旅行生の農業体験学習に対し、受け入れ農家の理解を一層深めなが

ら、他地域と協力し取り組みを進めます。 

地域の活性化につながるこれらの活動などに対して支援を行い、農村地域の充実を図っていきます。 

 

次に「林業振興の推進」についてです。 

一般民有林の森林施業の推進を図るため、植林を支援する「未来につなぐ森づくり推進事業」に取り組み

ます。また、適切な森林施業を推進するために、「とかち森林認証」を取得し、持続可能な資源管理を図って

いきます。 

「炭やき伝承事業」は、引き続き炭やき体験など、観光・教育面での利用を中心に炭窯の維持管理を行な

いながら事業を進めていきます。 

林道事業では、既設林道の草刈りなど維持管理に努めます。また、道営森林基幹道「池田東部線」の開設

工事が引き続き実施されます。 

町有林事業では、造林、下草刈、保育間伐や枝打ちを実施します。また、森林を利用した自然環境保全教

育の場として、町民参加による「オークの森」の森林整備を実施します。 

分収林事業では、今後契約期間が満了する農家林や結婚記念造林についての伐採・造林計画を森林組合と

協議しながら進めていきます。 

 

政策２「商工業の振興」 

次に「商業振興の充実」についてです。 

購買人口の減少や市内大型店への消費流出などにより、町内商工業者にとっては厳しい状況が続いている

ため、町内での消費喚起に向けたプレミアム商品券、池田町振興券発行への支援を引き続き行ないます。ま

た、池田町ふるさと寄付金感謝特典事業による地元特産品の消費拡大を図ります。 

中小企業に対し融資する運転資金や設備資金については、引き続き好条件での利子補給を実施するととも

に、商工業者による地域資源の活用、新製品の開発など地域産業の活性化に向けた新たな取り組みを支援し

ます。また、商工後継者の配偶者対策として出会いの場を提供し支援していきます。 

 

次に「工業振興の推進」についてです。 

企業誘致については、十勝全市町村で構成する「十勝地域産業活性化協議会」での取り組みにより、都市

部への情報発信を継続し、地域の強み・特性をＰＲしていきます。 

 

次に「労働環境の整備促進」についてです。 

雇用をめぐる情勢は、職種により違いがあるものの厳しい現状にあり、雇用の場の確保は地域経済の活性

化に欠かせない重要な課題です。「ふるさと東十勝通年雇用促進協議会」の活動などと連携した取り組みを引

き続き行ないます。 

 

 



 - 5 - 

政策３「ブドウ事業の振興」 

ブドウ・ブドウ酒事業につきましては、ワイン事業の安定、更なる発展のため、諸課題に取り組んでまい

ります。 

 

最初に「ワイン製造の充実」についてです。 

原料ブドウ供給体制の安定化のため、寒冷地に適した新たな品種の選抜、栽培方法の省力化検討、苗木生

産の事業化を図ります。 

ワイン製造では、品質向上、安心安全の品質管理はもとより、市場に呼応した商品の開発を進めます。 

施設・設備では、計画的な更新および整備を行うとともに、ワイン城耐震化等の施設整備事業の検討を進

めます。 

 

次に「ワイン販売の促進」についてです。 

ワイン販売では、的確に市場性の高い商品を提案し、取引先との関係強化、効果的な販売促進・広告宣伝、

輸出等新たな販路拡大により、販売増を目指します。 

ワイン城観光では、消費啓発事業を推進するとともに、インバウンド対策の強化を図ります。 

 

次に「地域との連携」についてです。  

町内においては、「おらがまちのワイン事業」の思いを醸成し、地域と一体となった事業を展開します。

また、観光、食関連分野での近隣地域との連携に加え、ブドウ栽培、ワイン製造の新規参入事業者の支援を

行います。 

 

政策４「観光の振興」 

次に「地域資源を活用した観光振興」についてです。 

道東自動車道の延伸や北海道新幹線の開通などによる道外・管外からの交流人口増加を図るため、「オー

ル十勝」での活動に取り組むとともに、帯広空港への海外チャーター便の運航など、外国人観光客が増加す

る中、受入体制の整備充実を図るため観光ホスピタリティを推進します。 

また、池田町観光協会が実施する事業を支援しながら、広域連携で取り組むイベントへの参加や、地域資

源を活かした魅力あるイベントの開催など、地域おこし協力隊の各推進員や関係機関との連携の下、滞留型

観光を推進します。 

 

◇基本目標３「環境にやさしく安全で快適なまちづくり」 

次に「環境にやさしく安全で快適なまちづくり」を実現するための「安全安心な生活の確保」「基盤整備

の推進」「生活環境の向上」「自然環境の保護」についてです。 

 

政策１「安全安心な生活の確保」 

まず、「消防・救急体制の充実」については、防火コンクール、高齢者住宅防火診断などを継続して実施

するとともに、違反防火対象物の是正強化、住宅用火災警報器の一層の設置率向上に取り組み、痛ましい火

災被害が二度と発生しないよう全力を挙げます。 

幼年時に対する防災教育の活動を促進するため、町内保育施設への幼年消防クラブ設立促進と防災教育の

充実を図ります。また、近年減少傾向にある消防団員の加入促進に努力します。 

救命率向上に向けた救命講習の受講促進と、救急事案に適切に対応できる救急隊員の研修・訓練を強化し、

救命の連鎖と救急業務の高度化を図ります。 

経年劣化の著しい広報車の更新のほか、施設の適正管理と装備の充実を図り、ハード面での消防体制に万

全を期します。 

消防広域化の開始に伴い、スムーズな組織転換と住民への安定した消防力の提供を行います。 
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次に「防災体制の充実」についてです。 

平成２３年３月１０日に全面改訂しました池田町地域防災計画は、その改訂の翌日に東日本大震災が発生

し東北地方の太平洋側を中心に甚大な被害をもたらしました。そのため、国の基本計画や北海道の地域防災

計画も従来の「防災」から「減災」に基本理念を改めるなど見直されています。本町においては、今月中に

防災会議を開催し、上位計画との整合性やその後の変化に対応したものに改訂します。 

その中で、近年の異常気象による大規模な土砂災害の発生への対応や避難所の再編整理を行い、２８年度

以降は、改訂された計画に沿って防災体制の構築を図っていきます。   

国の河川では、十勝川整備計画により河川断面を広げる掘削工事が、十勝川と利別川において継続的に進

められています。また、この工事により発生した掘削残土は、農地への客土として今後も利用させてもらう

予定です。 

道の河川では、近牛北九線川、高島十五線川などで改修や掘削工事が予定されています。 

町の河川では、氾濫や農地への冠水防止のため、緊急性を考慮して埋塞土砂の除去を実施します。 

 

次に「防犯・交通安全対策の推進」についてです。 

地域の安全安心を推進するために、池田警察署などの関係機関と連携し、犯罪の未然防止に努めるととも

に、町民の皆さんが犯罪に巻き込まれないよう、地域安全ニュース発行支援などを通じ啓発活動に努めます。

また、子ども達の安全を守るため、交通安全推進員の街頭活動を継続します。 

さらに、犯罪の抑止効果が期待される防犯カメラにつきましては、２７年度に社会福祉センターに設置が

完了しましたので、運用、効果を検証しながら今後の設置個所等について検討を行います。 

 

次に「消費者対策の推進」についてです。 

消費者生活相談については、引き続き池田町消費者協会の活動と連携を図りながら実施していきます。ま

た、消費者被害防止の啓発活動など安全・安心な生活ができるよう消費者対策を推進していきます。 

 

政策２「基盤整備の推進」 

次に「土地利用の推進」についてです。 

人口減少と高齢化に合わせた効率的で利便性の高い適正規模の市街地形成を視野にまちづくりを進めな

ければなりません。 

中心市街地への公共施設や都市機能の集約を進めるとともに、新たに老朽化した店舗の解体促進と利活用

の促進に取り組み、地域の魅力向上に努めます。また、増加している空き家・空き地の利活用に向けた支援

と情報発信の強化を進めます。 

総合的な土地対策の基礎となる地籍調査事業は、調査開始以来２６年が経過し、２７年度に認証申請を行

った、「東台の一部（その２）」地区について、集成図を作成して事業が完了します。 

また、調査２年目の「東台の一部（その３）」地区３．７２K㎡について、土地所有者の現地立会による一

筆地調査、一筆地測量を行います。 

その２地区の認証完了に伴う本町の進捗率は、６７．５８％となります。 

 

次に「良質な住宅・宅地の整備」についてです。 

池田町住生活基本計画に掲げた「安心住み替えプロジェクト」の推進に向け、地域おこし協力隊との連携

により、住情報を一元的に把握し相談や情報提供を行う「住情報ステーション」の充実を図ります。また、

住環境整備に関する施策の拡充を図るとともに、定住人口の確保に向け、新たに町内に住宅を取得する方を

支援する「住宅取得応援奨励金」制度に取り組みます。 

増加している空き家の対策に関しては、本年度より専任職員を配置し、住環境整備や移住対策と連携を取

りながら、取組みの充実を図ります。 

公営住宅整備については、「池田町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、継続して「まちなか住宅」１棟

２戸を建設するとともに、既存住宅の改修工事を進めます。 
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次に「道路整備の推進」についてです。 

高速道路の関係では、北海道横断自動車道の未開通区間の整備促進を図るほか、未着手区間である足寄～

陸別間の着工に向け要望陳情活動を進めます。 

道道では、継続事業である池田停車場高島線、下居辺高島停車場線の改築が進められます。 

町道では、継続事業として西２条通(３丁目区間)の歩道改修、８丁目３号通(中学校前通)の改築整備を実

施し、新規に旭通（旭町５・６丁目）の歩道改修、９丁目５号通（中学校北側）の舗装工事などに着手しま

す。 

道路維持については、公区の要望箇所など地域の情報収集に努め、緊急性を考慮しながら実施し、安全で

快適な道路環境の整備に努めます。また、冬期間の交通確保のための除雪対策として、除雪ドーザーの更新

を図ります。 

橋梁関係では長寿命化修繕計画に基づき、修繕工事を３橋、修繕設計を２橋実施するほか、５年に１度義

務付けされている橋梁点検を本年度は３５橋で実施します。 

 

次に「情報通信基盤の的確な維持管理と利活用」についてです。 

議会中継をはじめ各種自主放送を通じて情報の共有化を図り、参加型の町づくりを進めるため、昭和４７

年度から平成１１年度まで２８年間かけて幹線網を整備してきたＣＡＴＶですが、財源の縮小に伴い平成１

６年度から定時放送を取りやめ、難視聴地域の再送信を中心とする事業に転換してきました。    

その後の急速なデジタル化の普及に伴いアナログでの放送が限界と判断し、平成２２年度に国の交付金を

活用し、光ファイバー網を整備し、地上デジタル放送の再送信や通信におけるブロードバンド化の格差解消

を進めてきました。 

そのため、平成２３年度から廃止したＣＡＴＶ施設の同軸ケーブルや電柱の撤去工事を計画的に進め、２

７年度で全て終了したところです。 

現在、対象エリアの２７０戸ほどが地デジの再送信や光回線を利用しています。今後もテレビ難視聴地域

やブロードバンドなどの格差解消に向け通信網の維持管理に努めていきます。 

 

次に「生活交通の維持」についてです。 

路線バスの帯広陸別線は、平均乗車密度の減少から沿線自治体の負担が増加していますが、引き続き関係

者と連携し、利便性の確保に努めます。また、本町独自の代替バス利用にかかる通学定期助成を継続します。 

交通弱者の移動手段を確保し、コミュニティ活動への参加を促す目的で、市街地を循環するコミュニティ

バスが町内事業者により運行されています。利用者が増加傾向にあることから本年度１４人乗りの新車両を

導入し、更なる利用促進を図るとともに、利便性の高い公共交通サービスの提供に取り組みます。 

スクールバスは、児童生徒の通学手段としてだけでなく、地域住民の足として引き続き混乗便で運行しま

す。 

 

政策３「生活環境の向上」 

次に「生活環境の整備」についてです。 

公園・緑地については、緑豊かで潤いのあるまちづくりに努めるとともに、憩いやレクリエーション、ス

ポーツの場として多くの人に親しまれるよう施設の維持管理に努めます。また、平成２３年度に策定した公

園施設長寿命化計画を見直し、各施設の計画的な更新と安全性の確保を図ります。 

新規事業では土木遺産である千代田堰堤や十勝エコロジーパーク池田公園エリアと隣接する旧千代田パ

ークホテル敷地の再整備として、「千代田堰堤展望公園」を今後３年間の計画により整備を図ります。駐車場

や展望休憩施設、観光案内スペースを併せ持つ公衆トイレなどの施設を配置するもので、本年度は公園概略

設計及び旧ホテルの解体実施設計を行います。 

花とみどりの推進については、「池田町花と緑推進協議会」と連携し、緑の募金を活用した町内各団体へ

の花苗の助成を推進し、花いっぱいの景観づくりを進めます。 
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次に「上下水道の維持」についてです。 

水道事業については、各施設の適切な維持管理を行うとともに、災害に強い施設づくりを推進し、今後も

安心・安全な水の供給に努めます。 

本年度の建設改良事業は、昨年度に引き続き老朽水道管更新事業を実施予定であり、市街地内での石綿セ

メント管の更新と池田中学校北側町道の改良工事に合わせた配水管更新工事を実施します。 

公共下水道事業については、供用開始以来３１年が経過し現在の水洗化率は９３.６％となっていますが、

今後も未水洗化家屋に対する啓発により普及率向上に努めます。 

建設事業では、国からの社会資本整備総合交付金を受け処理場施設長寿命化計画に基づいた機器更新事業

を継続して実施し、水処理の機能維持を確保します。 

また、公共下水道区域外については、合併処理浄化槽設置に対する補助金及び資金貸付制度の継続により

「全町みな下水道」を目標に、公衆衛生・生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図ります。 

 

次に「環境衛生の充実」についてです。 

犬などペットの飼育管理については、飼い主のマナー向上のため広報紙などによる啓発活動を行い、狂犬

病予防対策として未注射犬の解消に引き続き努めます。 

し尿及び合併処理浄化槽の汚泥処理につきましては、現在の中島処理場は平成２９年度を以て運用を終了

する予定であり、平成３０年度の供用開始に向けて、本年度から新施設の建設が開始される予定です。 

墓地整備に関しては、引き続き使用権者の確認作業を進めます。 

長年、町職員が行ってきました火葬業務につきましては、業務の特殊性から人材確保が難しく、本年度か

ら業務の委託を行います。従前と変わらぬ使用者の利便性向上に努めます。 

 

政策４「自然環境の保護」 

次に「資源循環型社会の形成」についてです。 

ごみの減量化、資源化は着実に進んでおり、平成２５年から始まった使用済小型家電の回収は、住民の皆

さんからの搬入も多く、資源循環に関する意識が高まっています。引き続き各取組みを進めます。 

電動生ごみ処理機購入奨励金につきましては、現行補助制度は２７年度で一端終了いたします。今後は、

使い易く購入し易い処理機の調査研究を行い、ごみ減量化に資すると判断した場合は、補助制度などの検討

を行います。 

資源集団回収につきましては、町民の皆様のご理解とご協力のもと、各団体で活発に取り組んでいただい

ており、引き続き一層のリサイクル率の向上に努めます。 

十勝環境複合事務組合が所管する最終処分場「うめーるセンター美加登」は、供用開始から５年が経過し、

埋め立ては、計画に対し約８割程度で推移し順調に稼働しています。これからも組合と連携して適切な環境

対策に努めます。 

 

次に「環境保全の充実」についてです。 

池田町環境基本計画に基づき、再生可能エネルギーの利活用を推進するため、町民が整備する太陽光発電

システムに対する助成を引き続き実施します。 

公害の防止対策については、関係機関との連携を取りながら発生の未然防止を図ります。 

 

◇基本目標４「未来を拓くたくましい人と豊かな文化を育むまちづくり」 

次に「未来を拓くたくましい人と豊かな文化を育むまちづくり」のうち「高等学校支援の推進」「国際・

地域間交流の推進」についてです。 

 

政策１「未来に向けた人づくり」 

まず、「高等学校支援の推進」につきましては、２間口となった池田高校の生徒確保を図るため、進学・

就職などの出口対策や学力向上に対する支援の拡充、保護者に対する経済的支援など、施策の充実を図って

きたところでありますが、学校関係者の努力と相まって、本年度の出願者倍率は1.3倍となり、取り組みの

成果が見えてきたところです。本年度も、魅力ある学校づくりを支援してまいります。 
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政策２「地域文化・スポーツ・交流の推進」 

次に「国際・地域間交流の推進」についてです。 

国際交流については、平成２９年度にカナダペンティクトン市との国際姉妹都市締結４０周年を迎えるこ

とから、池田町ペンティクトン会の協力を得ながら、交流事業の検討を進めます。 

中学生の海外派遣事業に関しましては、検討を進めてまいりましたが、本年度も実現には至りませんでし

た。早期の実現に向け協議を継続します。 

地域間交流については、昨年度から実施している、読谷村への小学生派遣事業に継続して取り組みます。 

 

◇基本目標５「ともに考えともに行動する自立したまちづくり」 

次に「ともに考えともに行動する自立したまちづくり」を実現するための「パートナーシップの強化」「安

定した自治体運営の推進」についてです。 

 

政策１「パートナーシップの強化」 

まず、「情報公開と広報広聴の推進」につきまして、平成１２年４月に情報公開条例を制定し、広報紙や

町のホームページなどによる情報公開に努めてきました。 

今後も光ファイバーによる高速インターネットを活用した情報の発信、町のホームページなどの一層の充

実を図り情報共有に努めます。 

広報「池田」では、企画編集体制の充実を図り、当初予算など重要な施策の特集を組むなど、分かりやす

い情報提供を進めます。 

 

次に「住民参加の促進」についてです。 

これからは、今まで以上に、地域で暮らす住民が自らの地域の将来を考え、主体的に地域づくりに取り組

んでいかなければなりません。 

協働のまちづくりを進めるために必要な、情報の共有や多様な参加機会を提供できるよう、今後とも体制

整備を図ります。 

 

次に「地域活動の充実・強化」についてです。 

各公区・町内会においては、本来の自主的なコミュニティ活動に加え、防災活動など「共助」としての役

割がますます高まっています。自主防災組織も８団体設立され、毎年、避難訓練や防災学習を通じて地域の

絆を強めています。比較的大きな団体が結成していることもあり世帯数で見た組織率は４５．５％になって

いますが、今後も組織率を高めていくことに努めます。 

一方、人口減少や高齢化など地域活動を取り巻く環境にも課題を抱える中、本町としては自主的なコミュ

ニティ活動を促進するため、公区長制度の見直しに取り組み、現在、７団体が町内会などの自治組織に移行

しています。 

現在は、公区長制度と自治組織が混在する形になっており、平成２５年度のアンケート結果を受けて、２

６年度に現状や今後の方向などを聞き取る懇談会を実施しました。 

数年先に維持が難しくなる公区や、当面は現状の地域単位で公区を維持していくことで、変化を望んでい

ない公区が大半であることから、引き続き、公区のあり方を検討していきます。 

西部、北部地域コミセン、富岡をはじめ各地区コミセンについては、地域活動やサークル活動など自主的

なコミュニティ活動を推進するため、施設の適正な維持管理に努めます。 

北部コミセンについては、建物の屋上・外壁防水工事施行のための調査設計を終了したことから、本年度

は屋上・外壁防水工事を実施します。 

 

次に「移住対策の促進」についてです。 

移住希望者からの相談や住宅情報・体験住宅の利用案内など各種情報を提供できる「ワンストップ窓口」

の整備・充実を図ります。 

「ワインのまち」池田町移住促進協議会、地域おこし協力隊と連携し、首都圏などへの情報発信を行いな

がら移住希望者のニーズを的確に捉え、移住・定住対策を推進します。 
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政策２「安定した自治体運営の推進」 

次に「効率的、効果的な行政運営」についてです。 

町民の皆様とともに作成した「第４次総合計画後期基本計画」と「池田町まち・ひと・しごと創生総合戦

略」に基づく計画的なまちづくりを進めます。また、行政評価の充実に努めます。 

 

次に「健全な財政運営」についてです。 

滞納債権管理の取組みが成果を上げています。引き続き、滞納に至っている実態の分析や、徴収方法の研

究を行い、適正な債権の管理、保全及び回収を行うことで、収納率の向上に努め、財政の健全化を図ります。 

各種事業の推進にあたっては、第５次行財政改革大綱に基づき、義務的経費の抑制、補助金などの適正化

を図るとともに、中長期的財政推計を作成し、計画的な建設事業の実施と的確な財源確保、事業評価による

有効な財源活用を図り、健全な財政運営に努めます。 

 

次に「広域行政の推進」についてです。 

十勝定住自立圏につきましては、新たに２８年度から４年間の具体的な取組みを定めた第２期共生ビジョ

ンに沿って取組を進めていきます。 

その他、十勝市町村税滞納整理機構や職員研修の取り組みを継続し、新たな広域的な取り組みの可能性に

ついても検討を進めます。 

 

以上、第４次総合計画の施策に沿って、平成２８年度町政執行の考え方を述べさせていただきました。 

 

最後になりますが、取り巻く環境が厳しい状況にあるからこそ、行政と住民が一丸となって、果敢なチャ

レンジと地道な努力を継続していくことが重要です。 

これまでと同様に、「わかちあう情報 いっしょに考え ともに行動」を基本姿勢とし、町民の皆様と協

働で、第４次総合計画の将来像であります、「いきいきはつらつ 心うるおう 住みよい町 いけだ」の実現

に向け取り組みを進めていきますので、町民の皆様、議員の皆様のより一層のご理解と、ご協力を心からお

願い申し上げ、町政の執行方針とさせていただきます。
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平成２８年度 教育行政執行方針   

 

◇ は じ め に 

平成２８年第１回定例会議の開会にあたり、池田町教育委員会の所管行政の執行に関する主要な方針につ

いて申し上げます。 

 

◇教育行政に臨む基本姿勢 

昭和２２年に教育基本法が制定されてから７０年となります。個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求す

る人間育成の理念は変わりませんが、幾多の変遷を経て現在に至っております。 

本町では年少人口の減少と高齢者人口の増加など、乗り越えていかなければならない課題がありますが、

いけだの子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばし、未来のいけだの発展の基礎となる教育の重要性が改めて

求められています。人づくりである「教育」は本町の活力、発展の“礎”（いしずえ）をなすものであります。

池田町の未来を担う子どもたちに確かな学力、豊かな心、健やかな体、いわゆる「知」「徳」「体」３様のバ

ランスのとれた『生きる力』の育成に向け、家庭、学校、地域、行政が一体となって様々な取り組みを進め

てまいりたいと思います。 

また、豊かな生活を送るためには、生涯を通じて積極的に学び、その成果を生かせる環境づくりが重要で

す。田園ホールや総合体育館などの社会教育施設を活かして、芸術文化やスポーツに様々な学習機会の提供

と地域の活性化を担う人材育成に取り組んでまいりたいと思います。 

 

◇教育委員会制度の改革 

昨年「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により施行され、現在、本町では経過措置

となっております、いわゆる「新教育委員会制度」につきましては、本町の現状及び管内の状況を勘案し、

４月より新制度に移行し、体制の確立を進めて行きたいと考えています。 

 

◇池田町教育基本計画 

平成２７年度で期間満了となる「教育基本計画」は、昨年から検討を重ね「第４次池田町教育基本計画」

として策定をいたしました。教育基本計画は本町の町民憲章、総合計画に基づき、「知性を磨き 身体を鍛え 

文化を育み 豊かな郷土をきづこう」を教育目標と定め、さらに学校教育、社会教育それぞれに目標と領域

ごとの課題を設定し、課題ごとに現状・課題解決及び政策の推進として施策を設定いたしました。計画期間

は平成２８年から平成３２年までの５カ年で、課題解決に向け施策を展開していきたいと考えています。 

 

１ 学校教育の充実について  

【確かな学力の育成】 

具体的方針として、最初に、確かな学力の育成を目指す学校教育の充実についてです。 

小学校及び中学校における義務教育は、子どもたち一人ひとりの人格の形成を目指すものであり、子ども

たちが将来にわたって幸福な生活を営んでいく上で必要不可欠なものです。基礎・基本を身に付け自ら学び

主体的に判断する能力として「確かな学力」の定着を図らなければなりません。そのためには、効果的な少

人数指導や習熟度別指導体制をつくり、子どもたち一人ひとりに応じたきめ細かな指導ができる体制を築い

ていきたいと考えています。臨時教員をはじめ学習・生活支援員、介助員など各学校の実情に応じ配置を行

ってまいります。 

また、各小中学校の学校経営及び教育指導について町内における一貫性をもった体制を確立するために

「指導主事」を事務局に配置し、学校現場と行政が一体となって学校教育を進めていきます。 

つぎに『全国学力・学習状況調査』ついてです。『全国学力・学習状況調査』は、結果の分析をとおして

本町における課題を明らかにし、教育委員会、学校、家庭等が連携しながら教育活動等の改善に取り組んで

いくことが大切だと考えています。 

また、特別な教育的支援を要する児童生徒は、学校全体で育てるという共通認識を持つことが重要で、児

童生徒一人ひとりの特性に応じた学習支援を行うため、特別支援教育支援員を配置します。 
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また、幼稚園・保育所から小学校。小学校から中学校への進学等に伴う円滑な接続をおこなうための連携

強化を図ってまいります。 

 

【豊かな心と健やかな体の育成】 

子どもたちが、生命を大切にする心や他人を思いやる心、善悪の判断などの規範意識等の道徳性を身に付

けることは、とても大切な事です。道徳教育は、子どもたちがひとりの人としての在り方を自覚し、人生を

よりよく生きるための基盤となる道徳性を育成すると位置付けられており、小学校では平成３０年度、中学

校では３１年度に特別な教科となりますので、それまでに各学校で教科化に向けた準備を行っていきます。 

つぎに、『いじめ対策』についてです。池田町のすべての子ども達が、笑顔にあふれ希望に満ちた学校生

活を送るために、いじめを未然に防ぎ、早期に発見して、適切に対処していくことが重要です。本町でも、

いじめ防止対策推進法に基づき「池田町いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの早期発見・早期対応を進

めていきます。 

また、いじめ相談や色々な悩みについて相談できる「ふれあいサポーター」も継続して配置いたします。 

『体罰』については、いかなる場合にも許される行為ではありません。児童生徒の心身に深刻な影響を与

え、力による解決の志向を助長し、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあります。各学校では校長を

先頭に全ての教職員が様々な機会を捉えて「いじめ」や「体罰」の未然防止・早期対応を進めていきたいと

おもいます。 

また、学校と保護者間の情報共有をいち早く行うための「安心・安全連絡システム」については、導入か

ら２年が経過し、加入率が小中学校で８０％を超えていますが、更に加入促進を図って行きたいと考えてい

ます。 

子ども達の体力の面では、毎年実施しています『全国体力・運動能力、運動習慣等調査』の調査結果をも

とに、本町の子ども達の体力の向上に関する継続的な検証・改善サイクルを確立していきたいと考えていま

す。また、対象学年以外の児童生徒においても同様な調査を実施することにより、結果を経年的に把握し、

体力・運動能力等の向上を図っていきたいと考えています。 

つぎに、フッ化物洗口については、むし歯予防手段としてフッ化物洗口を３小学校において希望者を対象

に実施しています。未実施児童の保護者の方にも理解を得ながら、より多くの児童が参加するよう周知して

いきたいと考えています。 

まもなく、新しい学校給食センターが完成します。４月３日には簡単な落成式と町民施設見学会、４日に

は町民学校給食試食会を実施する予定で、各学校には８日から学校給食を提供してまいります。今までの小

中学校４校、カトリック幼稚園、北部地域保育所に加え新たに池田高等学校への給食を提供してまいります。

工事関係では、舗装工事など外構工事を実施いたします。 

また、本年は、８月９日、１０日に全道の学校給食関係者が集まり給食に関する研究協議を行う「第５９

回北海道学校給食研究大会」が池田町を会場に開催される予定であります。 

 

【池田小学校と利別小学校のあり方検討について】 

「池田小学校と利別小学校の在り方について」いわゆる『統合問題』につきましては、昨年、利別小学校

の保護者の皆さんと話し合いの中で、年度を明示しないで今後も話合いをさせていただくことといたしまし

た。本年度も関係する保護者や地域のみなさんと機会をとらえて、状況説明を行いながら協議を進めていき

たいと考えております。 

 

【学校環境整備】 

次に、学校教育施設の整備についてです。一つ目は「確かな学力」の定着をめざし子ども達に分かりやす

い授業を実施するため、教科書や資料の絵や文字を大きく映し出す「実物投影機」を小学校の普通教室全教

室に設置します。実物投影機の活用は、道内の学校力向上に関する総合実践モデル校などで既に活用され、

文字や図、表などを教室の前方に拡大表示する事により、子ども達の視線が集中し学力の定着に効果がある

と言われています。 

二つ目は、小学校のトイレについてです。水洗化により家庭のトイレの洋式化が進んでいますので、和式

が中心の小学校のトイレを洋式化するための改修事業を実施いたします。 
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三つ目は、学校プールの運営についてです。現在、利別小学校と池田小学校にあります。学校プールにつ

きましては、使用する夏期期間だけビニールシートを掛けて対応しております。昨年、ビニールシートの設

置時の作業の安全性が懸案となり緊急的に対応いたしましたが、本格的な安全対策を実施すると極めて高額

な経費を要することとなりました。 

本年については、昨年同様に３つの施設を開設する予定ですが、次年度にむけ、利用方法等について利別

小学校プール及び高島町民プールについて検討していかなければならないと考えています。 

 

２ 生涯を通じてのいきがいづくり 

【文化・芸術活動の推進】 

つぎに、文化・芸術活動の推進についてです。本物の芸術文化に触れたり，創造活動に参加したりするこ

とにより、感受性豊かな人間として成長できるよう文化・芸術活動を推進します。また、町の文化財などの

保護、活用、伝統文化の継承に努めて参ります。郷土資料館については、一階に町の歴史や自然の概要をわ

かりやすく展示する「ガイダンス展示」の場を設けるなど改修工事を実施しますが、工事に支障の無い範囲

で、学校とも連携し、郷土理解学習の場として資料館の利用を図ってまいります。なお、改修工事後の正式

な供用開始は平成２９年度を予定しております。 

芸術鑑賞事業については、中学生にはオーケストラメンバーによる「弦楽四重奏・ピアノ協奏曲」の鑑賞、

小学生にも芸術鑑賞事業として音楽又は伝統芸能を予定しています。また、今年も１１月に教育の日の講演

会を実施する予定です。 

 

【青少年健全育成事業の推進】 

つぎに、青少年健全育成事業についてです。子ども達の週末対策として実施している『わんぱく体験塾』

については、新しいメニューを採り入れながら事業の充実を図りたいと考えています。２８年度も、子ども

夢基金を活用し、人材育成事業として、沖縄県読谷村へ「小学生道外派遣研修事業」を７月の下旬に予定し

ております。また、子ども達の「生きる力」を育む体験学習の場として『通学合宿』を実施いたします。ま

た、放課後児童対策として、平成２７年度試行的に実施した『放課後子ども教室』を本実施します。各小学

校で月２回程度、全体で約６０回程度の実施を予定しています。 

 

【健康づくりと生涯スポーツの振興】 

次に「誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちづくり」をめざす健康づくりと生涯スポーツの振興につい

てです。２８年度も、「ソフトボール」「ペタンク」「カーリング」「ミニバレー」の4つの地域対抗スポーツ

大会を開催いたします。 

スポーツの活動拠点である総合体育館は、防災機能向上及び施設の長寿命化のための整備事業が終了いた

しました。今年は、利用者の利便性向上と災害時の収容避難所としての機能向上のため、トイレの洋式化に

むけた改修を実施します。また、柔道場の畳と、トレーニング機器の更新をする予定です。 

日本で初めて本町が本格的なスポーツとして導入した『カーリング』については、スポーツとしての面白

さを知ってもらうための活動として、小中学校の体育授業で取り入れたり、子どもカーリング大会実施等の

普及活動を進めてまいります。 

 

【多様な学習機会の確保・充実】 

図書館については、平成２４年度に現在の場所に移転し３か年が過ぎました。利用者数や貸し出し冊数も

安定しており、これからも、多くの町民の皆様が気軽に本に親しめる施設として、ボランティア団体や指定

管理者と連携協力し図書館事業を進めてまいります。 

文化活動の拠点である田園ホールは、築後２７年となり長寿命化・防災機能の維持対策事業として屋上・

外壁防水工事を実施します。工事中は一部ご不便をおかけしますが、工事による利用制限など行わないで利

用していただける予定で進めてまいります。 

また、利用者の利便性向上のため防災拠点強化事業としてトイレ洋式化のための改修工事を行います。 

全ての池田の子どもたちに豊かな心、健やかな体をバランスよく育てることができる教育環境をつくるこ

とは、私たちに課せられた重要な責務であります。 
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また、町民ひとり一人が生涯にわたって自ら学習し、社会の変化に対応できるよう自分自身を高めていく

ことができる環境づくりも大切な責務であります。このために、生涯にわたって行う学習活動の推進や、子

どもから高齢者までひとりひとりが多様な個性・能力を伸ばし、充実した人生を主体的に切り拓いていくこ

とが可能な『学びの場づくり』に努めてまいりたいと思います。 

町民の皆様ならびに町議会議員みなさんのご理解をお願いし、教育行政執行方針といたします。 


