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平成３１年度 町政執行方針 

 

平成３１年第１回池田町議会定例会議の開会にあたり、３１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。 

 

◇ は じ め に 

 我が国の経済は、政府の経済再生を優先した政策展開によって、国・地方を合わせた税収は３１年度予算

で、過去最高の６２兆円を超え、企業の設備投資も増加し、幼児教育の無償化や１億総活躍社会の実現のた

めの施策が予定されています。１０月には、消費税が１０％に引き上げられる見込みで、少子高齢化を克服

し、全世帯型社会保障制度を築き上げるためとしています。軽減税率の導入や子育て世代・所得の低い世帯

へのプレミアム商品券の発行を通じて負担軽減策が講じられる見込みとなっています。 

 国の予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2018」のもと、人づくり革命の実現に向けた

取り組みを進めるとともに、地域の実情に応じ、自主性・主体性を最大限に発揮して、地方創生を推進する

ことができるよう安定的な財政基盤を確保するとしています。 

 町政において、昨年度は事務ミスによる行政の停滞があり、今年度は内部統制を整備し、リスクの可視化

を図ります。 

また、増加傾向にある社会保障費や公債費への対応のため、行政改革の取り組みを強化し、歳出の抑制、

基金の使途の見直し、歳入増を図ります。第４次総合計画の目標「いきいきはつらつ 心うるおう 住みよ

い町 いけだ」を継承しつつ、第５次総合計画の策定に向け、町民の皆さんとの協働で作業を進めていきま

す。 

 

◇ 予 算 概 要 

予算の概要につきまして、一般会計の歳入では、町税全体で前年度より２．２％増を見込んでいます。町

民税は、６月の天候不順や自然災害の影響がありましたが、ビートや畜産が堅調だったこともあり、個人、

法人町民税とも増額とし、固定資産税は、新築家屋の増加等を見込み、２．６％の増、軽自動車税は、自動

車取得税にかわる環境性能割が新設され、６．１％の増、町たばこ税は、１０月に税制改正が予定されてお

りますが、喫煙者数の減少から４．６％の減を見込んでいます。 

普通交付税は、国が示した３１年度普通交付税の算定方法に基づく算定結果に、公債費算入額の増加分を

加えて、対前年度予算比０．９％の増を見込んでいます。 

歳出においては、産業基盤の強化や千代田えん堤と河川パークの公園整備、まちなか公営住宅の整備等の

投資的事業の他、防災用発電機の整備、地方創生の取組や定住促進に向けた各種支援事業の継続、安全安心

な生活環境を維持するための社会保障費の確保など、住みよいまちづくりを着実に進めるための費用を盛り

込み、総額で６７億８千２３７万３千円、対前年度比０．２％の増としました。  

また、下水道事業を特別会計から公営企業会計に移行させ、事業の透明性を図っています。  

一般会計及び３特別会計と４公営企業会計を含めた全会計の歳出予算総額は、１２１億４千８３７万８千

円で、対前年度比は、１．３％の増としています。 

それでは、第４次総合計画の施策の大綱に基づき、平成３１年度の町政執行方針を申し上げます。 

 

◇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」についてです。 

特定健診、がん検診等の受診率向上に向け、受診勧奨に取り組んでいきます。本年から新たに成人歯科健診を実

施するとともに、風疹対策として、対象となる年代の男性に対し抗体検査と予防接種を実施します。乳幼児から高

齢者までの各年代に応じた健康づくりを引き続き行っていきます。 
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次に「地域医療体制の充実」についてです。 

町民が安心してサービスを受けられる医療体制の整備については、町内医療機関と連携して進めていきま

す。町病院事業については、指定管理者による運営が８年目となります。本年４月から泌尿器科と皮膚科の

外来診療を開始することになり、町民に信頼される地域に密着した病院として、地域医療の中核的な役割を

果たしていきます。 

 

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。災害時には

公区や町内会などの協力をいただきながら、避難行動要支援者名簿の作成や、災害時の協定締結を引き続き

進めていきます。 

 

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、いきいきと自立した生活ができるよう、社会福祉協議会を

はじめとした関係機関と連携を図りながら、地域包括ケアシステムの推進に努めます。 

また、介護予防事業への支援を引き続き行うとともに、元気なうちから始める「ゼロ次予防事業」や介護

予防・日常生活支援総合事業として、「まる元運動教室」に取り組みます。 

認知症対策や高齢者の権利擁護の取り組みも引き続き行っていきます。 

 

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地域で自立して生活できる共生社会実現のため、昨年策定した「池田町障がい者福祉

総合プラン」に基づき、関係機関の連携・協力により、支援体制の充実を図ります。 

本年４月から法人による生活介護事業所が開設され、地域における障がい福祉サービスの充実が図られま

す。また、引き続き雇用・就労の支援に取り組んでいきます。 

 

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、平成３０年度から制度運営の安定化のため運営主体に北海道が加わり一年

が経過しました。ひとりあたりの医療費は増加傾向にあり、健康寿命の延伸を目的に、生活習慣病などの予

防への取り組みや特定健診、特定保健指導の実施率の向上のため、国の「保険者努力支援制度」を活用し、

町民の健康づくりに取り組みます。 

後期高齢者医療は、７５歳以上の被保険者が全町民の23％となっています。保険料や保険料賦課限度額は

昨年度に改定された保険料率の適用となります。 

介護保険事業は、保険給付費が減少しており、介護予防の地域支援事業の充実を図っていきます。今後も

必要なサービスの確保と健全な保険運営に努めていきます。 

 

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・子育てと安心して子どもを生み育てられる環境づくりを目指し、家庭訪問・相談体制を整え、

産後ケアサービスの活用など、支援体制の充実を図ります。 

  

次に「仕事と子育てが両立できる環境整備」についてです。 

本年１０月から幼児教育・保育無償化が実施され、子育ての不安や負担を軽減し、安心して育てられるよ

う関係機関と連携して取り組んでいきます。また、一時預かり保育や障がい児保育、病後児保育などを引き

続き行っていきます。子どもを預けたい人、預かることのできる人の会員制システムであるファミリーサポ

ートセンター事業の円滑な運営に努めます。 

 

次に「障がいのある子どもに対する支援」についてです。 
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発達支援センターを中心に、関係機関と連携を図りながら、早期療育・相談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」及び「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」についてです。 

担い手への農地の集積を進め、安定した経営基盤の確保を推進するとともに、新規参入や第三者経営継承

も含めた担い手への支援に取り組み、担い手人口の減少を抑制し、農業の持続的な発展を図っていきます。

また、後継者支援として、配偶者対策に、池田町農業後継者対策推進協議会と連携して取り組みを進めます。 

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の向上を図るため、

町営牧場の有効利用促進に努めます。 

有害鳥獣による農林業被害対策については、ハンター養成のための支援を継続して行なうとともに、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、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。 

 

次に「農村資源の保全・向上」についてです。 

農業基盤整備事業として進められている町内２地区の「道営畑総事業」については、本年で事業完了とな

ります。また、川合地区「国営土地改良事業」が終了し本町に移管されますので、本格的な稼働体制に移行

します。新たに、池田町全域における「道営草地整備事業」に取り組むため、新規地区計画樹立作業を進め

ていきます 

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対策事業」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、農業の役割や重要性を伝える修学旅行生の農業体験

学習の受け入れなど、農業者の理解を深めながら、広域町村と協力し、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」に取り組む

と共に、新規植栽に対して、上乗せ補助を継続します。また、適切な森林施業を推進するために、「とかち森

林認証」に基づき、持続可能な資源管理を図っていきます。 

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る見込みです。 

町有林事業では、造林、下草刈、間伐を実施します。また、天然林管理のモデルケースとして、職員によ

る町有林管理の実施に加え、池田町林業グループが開催してきた小規模林業研修の参加者に対し、活動場所

として町有林を提供し、製炭用原木等の安定供給に向けた試験的な取り組みを行います。 

  

政策２「商工業の振興」 

次に「商業振興の充実」についてです。 

購買人口の減少や町外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ま

す。町内での消費拡大と活性化に資するためプレミアム商品券、池田町振興券発行への支援を引き続き行な
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います。また、池田町ふるさと寄附金感謝特典事業による地元特産品のＰＲに努めます。 

商工会と様々な情報を共有し、商業振興及び中心市街地活性化に向け、連携して各種事業に取り組みます。 

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、商工業者による新製品の開発、販路拡大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。 

  

次に「工業振興の推進」についてです。 

企業誘致については、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」の活動と連携した取り組みを引き続

き行ないます。 

 

政策３「ブドウ事業の振興」 

ブドウ・ブドウ酒事業については、事業の安定・発展のため、諸課題に取り組んでいきます。 

 

まず、「ワイン製造の充実」についてです。 

ブドウ栽培では、直営圃場での生産性の向上、町内外の生産者への普及・指導を進めるとともに、ブドウ

の研究開発、新たな生産体制の検討を行ないます。 

ワイン製造では、品質向上・安定化はもとより、原料の特性を活かし市場に呼応した商品開発を進めます。 

施設改修事業では、ワイン城の耐震改修、設備長寿命化改修を実施します。 

 

次に「ワイン販売の促進」についてです。 

ワイン販売では、市場性の高い商品の提案、効果的な販売促進・広告宣伝活動をとおし、販売増を目指し

ます。 

ワイン城観光では、引き続き、消費啓発事業を推進し、ワイン城の耐震改修等にあわせ観光魅力化改修を

実施するとともに、利用促進及び総合マネジメント計画の具体化を図ります。 

 

次に「地域との連携」についてです。 

食と観光における「十勝」のブランド力の高まりの中で、近隣地域との連携を深めるとともに、ブドウ栽

培、ワイン製造の新規参入事業者の支援を続けます。 

 

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。 

当町の観光のあり方やブランドの構築、交流人口の拡大と町内経済効果を高めるため進めてきた「池田町

観光振興計画」を策定し、中長期の観光ビジョンの確立を図ります。 

音更町との広域連携により進めている、新たな観光ルートの創出や特産品の開発に向けた取り組みを継続

して進めます。 

 各種観光施策を進めるため「池田町観光協会」を引き続き支援し、協会が実施する事業を協働で進めなが

ら、地域資源を活かした魅力あるイベントの開催など関係機関と連携し、滞留型観光を推進します。 

 また、「秋のワイン祭り」については、継続して開催できるよう、観光協会や関係機関と運営手法等の協議

を進め、必要な支援を行います。 

 

◇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」 
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 まず、「消防・救急体制の充実」についてです。 

近年複雑多様化する災害への対応力が強く求められています。消防体制に万全を期するため、現在減少傾

向にある消防団員の加入促進や機能別消防団員の整備を進めるとともに、団員の知識・技術の向上を図りま

す。火災の発生や悲惨な事故を防ぐため、違反対象物の是正強化、住宅用火災警報器の設置率向上、高齢者

住宅防火診断を引き続き実施します。また、幼年防火クラブの防災教育に取組み、火災予防活動の充実を図

ります。消防署員については、知識・技術の向上を図り、多様化する各種災害・救急事案へ向けた対応力を

強化するとともに、消防広域化に伴うスケールメリットを生かした消防力を提供します。 

 

次に「防災体制の充実」についてです。 

全国各地で発生している自然災害を教訓とし、昨年改訂した「池田町地域防災計画」に沿って防災体制の

構築を図ります。財政負担の大きい防災設備の整備に関しては、他町村の状況を調査し、実行性のある方策

の検討を進めます。また、行政内部の体制強化に向け、災害対策本部訓練・避難所開設訓練などを定期的に

実施するとともに、本年度は、自主防災組織との協働により住民参加型の避難訓練に取り組みます。 

また、土砂災害特別警戒区域である常盤地区南高台において、住宅と農地の安全を確保するため小規模治

山事業により、土砂・立木の流入を阻止する砂防ダムの設置等防災工事を実施します。 

国の河川では、河川整備計画により、流下能力確保を目的とした、河道掘削や伐開工事が十勝川・利別川

において引き続き実施され、掘削発生土については、農地への客土として、今後も利用させていただく予定

です。道の河川では、継続事業の近牛北九線川改修工事、また、緊急性を考慮しながら、随時維持工事が実

施される予定です。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、埋塞土砂等の除去

を行います。 

 

次に「防犯・交通安全対策の推進」についてです。 

本町においても高齢者を標的とした詐欺事件が発生しています。新たな手口に対応するため、池田警察署

や関係機関との連携により啓発活動を強化し、犯罪の未然防止に努めます。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。 

 

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、近年増加している自然災害へ

の対応など、防災力の向上を視野に、まちづくりの将来ビジョンを定める「池田町都市計画マスタープラン」

の策定を進めます。 

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２９年が経過し、調査３年目となる「字東

台の一部（その４）」地区について、地籍図・地籍簿を作成し、土地所有者の閲覧を経て認証請求を行います。 

また、新規となる「字富岡の一部」地区３．６０K ㎡について、基準点を設置し、素図及び筆界案の作成

を行います。 

 

次に「良質な住宅・宅地の整備」についてです。 

見直しを行った「池田町住生活基本計画」及び「池田町公営住宅等長寿命化計画」、「池田町空家等対策計

画」に基づく空き家の適正管理や再利用の促進と合わせ、総合的な観点から優良な住環境の整備を図ります。 

公営住宅整備については、「まちなか公住」１棟２戸を新築し、既存住宅については、池田町公営住宅等

長寿命化計画に基づき、改修工事を進めます。 

 

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暫定２車線区間の４車線化整備、未着手区間である足寄から
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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る予定です。また、

勇足池田線の調査設計が着手される予定です。 

町道では、利別南町１号通整備工事を実施します。また、シボサム通の車道オーバーレイ工事を計画的に

進めます。道路維持では、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、安全で快適な道路

環境の整備に努めます。 

橋梁関係では長寿命化修繕計画に基づき、修繕工事を４橋、修繕調査設計を５橋で行います。 

  

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。 

引き続き町内に敷設した光ファイバー網の適正な維持管理を行い、地上デジタル放送の難視聴地域の解消

とブロードバンドサービスによる情報格差の解消に努めます。 

 

次に「生活交通の維持」についてです。 

地域間を結ぶ幹線交通に関しましては、ＪＲ及び十勝バス共に利用者の減少が課題であることから、事業

者・住民と協力し、利用促進に取り組みます。 

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町内事業者により運行されている

コミュニティバスは、既存路線の検証を行いながら、更なる利用促進と利便性の高い公共交通サービスの確

保に努めます。また、農村部と市街地を結ぶ移動手段としてのデマンド交通は、過去２年間の実証運行結果

の再検証を行い、利用者ニーズ、運行形態、実施時期等の検討を行います。 

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。継続事業の千代田堰堤展望公園整

備事業は、旧ホテル建物の解体、基盤整備が完了し、本年度は、公衆トイレ建物及び駐車場等外構整備工事

を進め、「十勝川中流域かわまちづくり計画」と連動した、公園・河川の一体的な空間創出を目指します。 

花とみどりの推進については、引き続き「池田町花と緑推進協議会」と連携のもと、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。 

 

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。本年度も引き続き老朽水道管更新事業として、市街地内での石綿セメン

ト管の更新を実施します。 

下水道事業については、「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。本年度も引き続き機器更新事業を実施し、処理場の機能を確保します。下水道区域外につ

いても、浄化槽設置に対する補助金及び資金貸付制度を継続し、設置の促進を図ります。 

 

次に「環境衛生の充実」についてです。 

合葬式施設については、昨年度、町民見学会の実施、道内の自治体の視察、宗教団体との意見交換を実施

しました。公設の合葬墓の整備については、少子高齢化により整備を望む要望もある一方で、整備を望まな

い意見もある状況となっています。今後も社会状況の変化や関係団体との意見交換を行いながら対応してい

きます。 

カラス対策については、マルチトラップ方式での捕獲も含め、巣立ち時期の住民被害、農業被害の軽減を

どのように進めるか、改めて調査研究を行います。 

  

政策４「自然環境の保護」 
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次に「資源循環型社会の形成」についてです。 

ごみの処理については、十勝圏複合事務組合での広域処理により適正に処理され、今後もごみ発生量の抑

制と３Ｒの推進により、環境負荷の低減を図っていきます。資源集団回収については、リサイクル率の向上

に向け、各団体で取り組んでいただき、ごみの減量化・資源化に向け、コンポスト購入助成の継続、広報紙

やごみの分別出前講座等による啓発活動を実施します。 

 

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、太陽光発電システム助成を引

き続き実施し、関係機関と連携して新エネルギーの調査研究を進めます。 

 

◇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」についてです。 

町内における学びの場の維持・充実に向け、新しいカリキュラムの追加や生活環境の整備に向けて、伝統

ある池田高校の支援を継続していきます。 

 

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、カナダペンティクトン市との国際姉妹都市交流事業を基軸とした取り組みを継承し、

国際交流協議会と連携しながら発展に努めます。 

地域間交流に関しましては、各地の池田会等との交流事業を継続していきます。 

 

◇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」についてです。 

情報公開に対応した文書管理を目的に導入を進めてきたファイリングシステムの運用が全庁で開始され

ました。今後も保存から廃棄まで、体系的な文書管理を維持していきます。 

「広報池田」では、重要な施策の特集を組むなど、情報提供の充実や共有化を推進していきます。また、

町のホームページの一層の充実を図り、情報共有に努めます。 

 

次に「住民参加の促進」についてです。 

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関わっていける取り組みを進めます。

広聴活動の一環として実施している「ふれあいトーク」や課題に応じた説明会など協働のまちづくりを進め

るために必要な情報の共有や参加機会を提供していきます。 

 

次に「地域活動の充実・強化」についてです。 

人口減少や高齢化による担い手不足など地域活動を取り巻く環境は厳しさを増しています。町内会などの

自主的なコミュニティ活動の充実・強化に向け、引き続き支援を行っていきます。 

本年度は、老朽化した東台地区コミセンを解体し、新たな地域活動の拠点として、地域住民による地区会

館の整備が計画されています。補助要綱に基づき、町として支援を行います。 

その他の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、
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施設の適正な維持管理に努めます。 

 

次に「移住対策の促進」についてです。 

 北海道と連携して取り組んでいる「十勝アクティブシニア移住交流事業」において作成した移住ＰＲ用Ｄ

ＶＤの活用、移住フェアや雑誌広告での移住希望者への情報発信と住情報ステーションの充実を図ります。

また、体験メニューの開発やワーキングホリデーの導入など、地元の企業との連携を図り、移住体験住宅等

を活用しながら、就業体験や地域のモニターツアーの企画を進めます。 

 

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。 

第９年次となる「第４次総合計画」と各分野における個別計画に基づき、計画的なまちづくりを進めます。

ファイリングシステムの導入により確保された庁舎事務スペースの有効活用に向け、事務所機能の集約化を

図り、新たな行政課題に対応するための組織機構の見直しを進めます。 

また、故人への哀悼の意を表すために実施しております弔辞に関しまして、社会的変化に対応するため見

直しを行います。 

  

次に「健全な財政運営」についてです。 

人口減少、少子高齢化への対応による社会保障費の増加により、経常経費率が上昇し、財政の硬直化が進

んでいます。また、大規模な公共投資と公共施設等の長寿命化や防災対策事業により公債費が増大し、３５

年までは一般会計の歳出の 12～15％を占める状況が続き、「第５次行財政改革大綱」に基づく義務的経費の

削減、補助金等の縮減など、さらなる歳出抑制が必要となります。ふるさと寄附金を活用して積み立てた基

金についても使途の見直しを行い、喫緊の課題に対応すべく、防災対策事業等にも有効に活用する検討を進

めていきます。計画的な投資的事業の実施と有利な財源確保、効率的な財源活用による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。 

効率的・効果的な広域連携の取り組みを進めるため、構成市町村が一体となった十勝圏複合事務組合の充

実を図ります。また、十勝定住自立圏の取組において、新たな広域事業の可能性について検討を進めます。 

  

以上、第４次総合計画の施策に沿って、平成３１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、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３１年度池田町教育委員会教育行政執行方針 

 

平成３１年第１回定例会議の開会に当たり、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。 

 

Ⅰ はじめに 

今日、情報化やグローバル化といった社会的変化は私たちの予測を超えて進展するようになっており、

しかも、そうした変化が、どのような職業を選択するかにかかわらず、すべての子どもたちの生き方に影

響するものとなっています。 

このような時代だからこそ、子どもたち一人ひとりが予測できない変化に受け身で対処するのではなく、

主体的に向き合ってかかわり、その過程を通して、自らの可能性を発揮し、より良い地域社会と幸福な人

生の創り手となっていけるようにすることが重要です。 

社会や産業の構造が変化し、質的な豊かさが成長を支える成熟社会に移行していく中、学校教育に対し

ては、これまでの既存の枠組みを前提とした生き方だけでなく、様々な情報や出来事を柔軟に受け止め、

主体的に判断しながら、自分を社会の中でどのように位置付け、社会をどう描くかを考え、他の人と協働

し、課題を解決していくための力を育成することが社会的な要請となっています。 

 

Ⅱ 教育行政に臨む基本姿勢 

こうした認識の下、変化の激しい時代をたくましく生きていくために必要な力の育成と、子どもたちの

成長を支える教育環境づくりに向けた基本姿勢について申し上げます。 

本町の子どもたちは、平成３０年度の全国学力・学習状況調査において、小・中学校ともに全国・全道

の平均正答率との差が広がる結果となり、このことを大変重く受け止めています。 

この調査は、学力の特定の一部であることや学校における教育活動の一側面を測定するものではありま

すが、「教育の機会均等」という義務教育の趣旨を踏まえれば、本来生まれ育った環境によって、学力に

大きな差があってはならないものであり、「社会で自立して生きていくために必要な学力」をすべての子

どもたちに保障していくことが、教育の基本であります。 

池田町教育員会としては、昨年度からスタートした学校運営協議会制度、いわゆるコミュニティ・スク

ールの充実を図るなど、学校・家庭・地域・行政が一体となり、子どもたちの学力向上をはじめ、豊かな

心や健やかな体の育成に取り組むとともに、学校運営協議会とも連携した社会教育活動や学校支援活動等

による地域の活性化を通じた教育資源、教育環境の充実を図ってまいります。 

 

Ⅲ 重点政策の展開 

次に、平成３１年度において重点的に取り組む政策について申し上げます。 

１ 主体的に学びに向かう力と知識・技能の活用 

第一は、「主体的に学びに向かう力と知識・技能の活用」についてであります。 

子どもたちが変化の激しい時代を生き抜いていくためには、主体的に学びに向かい、習得した知識・

技能を活用して様々な状況に柔軟に対応できる思考力、判断力、表現力等を育成することが重要です。 

このため、全国学力・学習状況調査の結果を的確に分析した上で、学ぶ意欲などの改善に向け、子ど

もたちの興味・関心を高める授業改善に取り組むとともに、各学校に対して、学力向上に向けた学校経

営ビジョンや到達目標を設定させ、その達成に向けた取組の進捗状況を把握した上で指導助言を行って

まいります。 

改訂された学習指導要領は、小学校では平成３２年度から、中学校では平成３３年度から全面実施さ

れますが、特に小学校については、授業時数が増加することから、移行期間中の時数を適切に確保する

ことはもとより、改訂学習指導要領で示された小学校の外国語活動等の充実を図るため、新たに、小学

校を巡回し教員の外国語の指導力の向上を図る巡回指導教員を中学校に配置します。 

子どもたち一人ひとりに応じたきめ細かな指導体制の充実に向け、引き続き、臨時教員、学習支援員

の配置や加配定数の活用による少人数指導や習熟度別指導に取り組むとともに、個々の学力の状況や学

校生活への意欲・満足度、体力などを一体的に表す、いわゆるバッテリーシートの活用に努めます。 
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子どもたちの生活リズムは学力に影響するとの指摘があることから、保護者に対して、家庭学習をは

じめ、睡眠、読書、メディアの活用など、時間の目安を決めて生活リズムを整えることの大切さを周知

します。   

小・中学校のパソコン等のＩＣＴ機器については、改訂学習指導要領で求められている情報活用能力

やプログラミングの体験を通じた論理的思考力の育成に向けて、校務用パソコンや児童生徒用パソコン

の更新等の整備を行います。 

研究指定を受けている「学校図書館活用促進事業」については、１０月に池田中学校において、「北

海道図書館教育研究大会」を開催し、学校図書館を活用した読書習慣の定着や学習支援等の成果を広く

周知します。 

特別支援教育については、引き続き、特別支援教育支援員を配置し、障がいのある子どもたちの教育

的ニーズに応じた指導や支援の充実を図ることはもとより、関係部局とも連携を図りながら、個別支援

計画の活用による幼児期から小学校、小学校から中学校への円滑な接続に努めます。 

幼児教育については、幼稚園等での遊びや生活を通して育まれてきたことが、小学校の各教科等の学

習に円滑に結びつくよう、生活科を核とした「スタートカリキュラム」の編成に取り組むとともに、昨

年１１月、北海道及び北海道教育委員会において、「北海道幼児教育振興基本方針」が策定されたこと

を踏まえ、関係部局との連携等を検討してまいります。 

教職員の多忙化が指摘されている中、平成３０年度に策定した「学校における働き方改革 池田町ア

クションプラン」並びに「中学校における部活動指導の方針」に基づく取組をしっかりと検証するほか、

国から示された「教員の勤務時間の上限に関するガイドライン」を踏まえ、限られた時間の中で教員の

専門性を生かしつつ、授業改善等の時間が十分に確保できるよう検討を進めます。 

また、事務負担を軽減し、きめ細かな指導の充実を目的とした校務支援システムについては、先行導

入した学校の成果を検証するなど、教職員がゆとりを持って子どもたちに向き合う時間の確保に向けた

取組を進めます。 

さらに、すべての教職員が健康で生き生きと教育活動に専念できるよう、引き続き、ストレスチェッ

クへの参加を促します。 

 

２ 豊かな心と健やかな体の育成 

第二は、「豊かな心と健やかな体の育成」についてであります。 

子どもたちが、生命を大切にする心や他の人を思いやり支え合う心、倫理観、規範意識などを身に付

け、自らの生き方を主体的に考える力やたくましく生きるための健康・体力を育成することが重要です。 

このため、「特別の教科道徳」について、公開授業や指導主事による学校教育指導等を通じ、道徳的

な判断力、心情、実践意欲等の育成に努めます。 

  いじめについては、すべての子どもたちが、笑顔で元気に学校生活を送れるよう、昨年３月に改定し

た「池田町いじめ防止基本方針」に基づく組織体制等の充実を図るとともに、引き続き、様々な悩みに

ついて相談できる教育相談員を配置するほか、学級集団状況調査、いわゆるＱ－Ｕテストや北海道教育

委員会が実施する「いじめの問題への対応状況の調査」も活用し、いじめの未然防止、早期発見・早期

対応の取組を徹底します。 

 子どもたちの体力については、平成３０年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、総じて

全国平均に近い状況となっていますが、今後も、調査結果を的確に分析するとともに、全国調査の対象

学年以外の児童生徒の新体力テストを実施するなど、さらなる体力・運動能力等の向上に向けた検証・

改善サイクルの充実に取り組みます。 

また、小学校教員の体育に関する指導力の向上や学校全体の体力向上の取組の充実を図るため、引き

続き、学級担任とのティーム・ティーチングによる指導や授業づくりを支援する「体育専科教員」を配

置します。 

フッ化物洗口については、むし歯予防手段として実施に当たっての安全性等についての周知を図り、

未実施児童の保護者の皆様の理解を得ながら、より多くの児童が参加するよう取り組みます。 

   学校給食については、今後とも、工夫・改善を図りながら、地元食材も含め安全・安心で栄養バラン

スのとれた給食を提供するとともに、衛生管理等への十分な配慮はもとより、食物アレルギーのある児
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童生徒への給食調理に万全を期すなど、学校給食を通して子どもたちの健やかな成長を支援してまいり

ます。 

子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、栄養教諭が児

童生徒に対し食に関する指導を行う食育の取組の充実を図ります。 

 

３ 教育環境の整備 

   第三は、「教育環境の整備」についてであります。 

学校は子どもたちが一日の大半を過ごす学習や生活の場であり、子どもたちの教育活動等が円滑に行

われる教育環境を整備することが大切です。 

このため、平成３０年度から池田小学校に統合したプールについては、利用しやすい環境づくりの検

討を進めるほか、引き続き、プール統合に伴う子どもの居場所づくりの取組や幼児、小学生、一般の方々

を対象とした水泳教室を実施します。 

また、今後のプール整備については、「池田町スポーツ施設の整備等計画」に基づく学校プールの改

築という方向性の下、できる限り早期に供用開始までの具体的な建設計画の立案に努めます。 

利別小学校のスケートリンクについては、引き続き、造成等を民間事業者に委託します。 

経済的理由により就学が困難な家庭に対しては、昨年１０月に生活保護基準が改正になったところで

すが、「池田町就学援助規則」に定める基準を維持しながら就学に必要な経費の援助を行います。 

また、２０２１年度から開始となる「第５次池田町教育基本計画」の策定作業に着手します。 

児童数が減少傾向にある中、将来を見据え、これからの社会で求められる力の育成に向けた望ましい

教育環境の整備について、教育委員会の方針を保護者の皆様などに丁寧に説明し、理解が得られるよう

努めます。 

 

４ 文化・芸術活動の推進 

第四は、「文化・芸術活動の推進」についてであります。 

ふるさとの歴史・文化を知り、本物の芸術文化等の機会に触れることは、ふるさとへの愛着心の醸成

や感性豊かな人間としての成長に必要です。 

このため、開館３年目となる池田町郷土資料館については、多くの方が訪れる施設となるよう、特別

展の企画や展示方法の工夫を検討しながら、町民の皆様の共有財産・知的資源として利用促進を図るこ

とはもとより、子どもたちがふるさとの歴史や現状を知り、将来を考える有効な施設としての活用を図

ります。 

また、試行的にゴールデンウィーク期間の４月２８日から開館するなど、社会教育施設である郷土資

料館の観光資源としての可能性も検討します。 

子どもたちの芸術文化等への関心を高めるため、子ども夢基金を活用した演劇等の芸術鑑賞事業を実

施するとともに、失敗を恐れず挑戦することの大切さを伝える「子ども夢事業」として、「モデルロケ

ット教室」を実施します。 

 

５ 青少年健全育成事業の推進 

   第五は、「青少年健全育成事業の推進」についてであります。 

子どもたちが、様々な体験を通じて創造性や協調性などを身に付け、夢や目標を持って、健やかに成

長することが大切です。 

このため、休日を利用して様々な体験活動を行う「わんぱく体験塾」や異なった学校・学年の児童が

一定の期間、共同で炊事などの生活体験を行う「通学合宿」、放課後の安全・安心な居場所づくりと合

わせ、スポーツ活動や体験学習などを行う「放課後子ども教室」を、引き続き、実施します。 

沖縄県読谷村への「小学生道外派遣研修事業」については、気候風土や文化等の異なる地域を訪れ、

日本の歴史やふるさとの良さなどを改めて知る上で極めて貴重な体験であり、引き続き、子ども夢基金

を活用し実施します。 
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６ 生涯スポーツの振興 

   第六は、「生涯スポーツの振興」についてであります。 

町民の皆様にスポーツを楽しむ機会を提供することは、健康の保持・増進や誰もが健やかに生き生き

と暮らせるまちづくりに向けて大切です。 

このため、平成３１年度においても、「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します。 

スポーツの活動拠点である総合体育館については、利用者の安全確保に向け、老朽化した固定式バス

ケットゴールを改修します。 

日本で初めて池田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

白さを知る活動として、小中学校の授業での取組や子どもカーリング大会等の普及活動を進めるほか、

カーリング場の維持管理に必要な設備の改修を行います。 

北部スケートリンクについては、引き続き、造成業務を民間事業者に委託します。 

 

７ 生涯にわたる学習機会の確保・充実 

第七は、「生涯にわたる学習機会の確保・充実」についてであります。 

町民の皆様が、豊かで潤いのある生活を送るとともに、持続可能な地域づくりを進めるためには、生

涯を通じ積極的に学ぶことのできる環境を整えることが必要です。 

このため、図書館については、図書館管理システムが更新時期を迎えていることから、新たなシステ

ムを導入し円滑な蔵書管理や貸出管理業務等に資するとともに、多くの町民の皆様が気軽に本に親しめ

る施設として、ボランティア団体による活動の場の提供や指定管理者と連携協力した図書館事業の充実

に努めます。 

文化活動の拠点である田園ホールについては、指定管理者とも連携しながら、町民の皆様の様々な活

動など、利用する方々の視点に立った運営、文化活動の場づくりを進めます。 

「遊ゆう大学」については、講座内容などにも工夫を重ねながら、町民の皆様が生き生きと元気に活

動できる場としての充実を図ります。                 

 

８ 子どもたちの成長を支える仕組みづくり 

第八は、「子どもたちの成長を支える仕組みづくり」についてであります。 

今日、学校においては、課題の多様化、教職員の多忙化、それらに対応するための勤務時間を超えた

業務処理の実態など、子どもたちの育ちを学校教育の場だけで完結させることは難しい状況となってお

り、教員の働き方改革の動向も踏まえ、家庭や地域が教育活動に積極的にかかわっていくことが必要で

す。 

このため、平成３０年度から、学校と家庭・地域とのつながりを深め活性化を図りながら、お互いが

当事者意識を持って子どもたちの成長を支えていく仕組み「コミュニティ・スクール」が第一歩を踏み

出しました。 

制度導入に当たっては、「学ぶ意欲を持ち、夢や目標の実現に向けて努力する子ども、ふるさとへの

愛着と誇りを持ち、優しい気持ちで、ともに支え合いながら生きる子ども」を義務教育終了時１５歳の

子ども像、教育ビジョンとして掲げています。 

今後、取組の検証・充実を図りながら、目指す子ども像の実現に向け、着実に取組を進めてまいりま

す。 

 

以上、平成３１年度に取り組む重点政策について申し上げました。 

 

Ⅳ むすび 

教育という営みは、一朝一夕に成果が表れるものではありません。 

日々の積み重ねが、小学校から中学校へ、そして、その先へと引き継がれ、社会の一員としての成長

へと結実していきます。 

そして、日々の取組に家庭や地域が参画し、目指す子ども像を共有しながら、責任を持って、子ども
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たちに、将来を生き抜いていくことのできる資質・能力の育成に向けた教育環境を整えていくことは、

子どもたちの健やかな成長とともに、持続可能な地域づくりに結びついていきます。 

池田町教育委員会といたしましては、池田町の未来を担う子どもたちの成長をしっかりと支えていく

ことができるよう、創意工夫を重ねながら積極的な教育行政に取り組んでまいります。 

 

町民の皆様並びに町議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、教育行政執行方針と

させていただきます。 

 


