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平成２９年度 町政執行方針 

 

◇ は じ め に 

平成２９年第１回池田町議会定例会議の開会にあたり、２９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。 

政府は、経済の再生を最優先課題として一億総活躍社会の実現による成長と配分の好循環に向けた取り組

みを進めています。 

この結果、ＧＤＰの増加や雇用環境の改善など経済情勢の向上が認められていますが、ここにきてその成

果にも陰りが見え始め、海外経済の不確実性などの不安要素も抱え、予断を許さない状況にあります。 

国の予算編成においては、「経済再生による財政健全化」の方針のもと、地方創生を含めたあらゆる政策

の総動員と、子育て・介護の環境整備による、少子高齢化を乗り越えるための潜在成長率の向上を主眼に予

算編成がされています。同時に、国と地方の債務残高が膨らんでいることから、歳出改革の強化も重点項目

とされ、地方に対しても国と基調を併せた徹底した歳出の見直しを求めています。 

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、地

方交付税の原資となる国税の不足や社会保障関係費の自然増等による国の財源不足分は起債で賄うこととな

り、平成８年度以降２２年連続して財政負担が先送りされる形となっています。 

本町におきましては、第４次総合計画に基づく「いきいきはつらつ 心うるおう 住みよい町 いけだ」

の実現と合わせて、効率的で効果的なまちづくりを進めていきます。 

 

◇ 予 算 概 要 

２９年度の予算につきまして、第４次総合計画などに基づき、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、町民税は、人口減による給与所得者の減少と昨年の台風

被害による農業所得の減少により６．０％の減、固定資産税は、新築の増加を見込み０．１％の増、軽自動

車税は課税台数の減少を見込み０．４％の減としており、町税全体では２．７％の減を見込んでいます。 

普通交付税は、２９年度地方財政計画等で示された２８年度交付決定額の２．２％減を基に、公債費算入

額の増加分及び平成２８年度交付税検査における錯誤措置の増加分を考慮し、対前年度予算比４．１％の増

を見込んでいます。 

歳出においては、地方創生の推進に向けた施策の他、町道整備、千代田えん堤公園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、効率化を図りながら、定住促進に向けた各種支援事業の充実など、住みよいまちづくり

のための費用を盛り込み、総額で６９億９千３６１万７千円、対前年度比９．４％の増としました。 

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、１２２億９千６４８万円で、対前年度比は、

５．９％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２９年度の町政執行方針を申し上げます。
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◇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、町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応じた健康づくりの支援として、乳幼児健診や予防接種、各種検診や訪

問活動などを行っていきます。 

町内医療機関の協力により、胃がん検診に内視鏡を導入するほか、これまで隔年受診としていました子宮

がん、乳がん検診を毎年受診できる体制とするなど健診体制の充実にも努めていきます。 

 

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６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、町民の皆様の健康維持に一定の役割を果たしてきています。 

入院施設をもつ医療機関として、一次救急などの受け入れも積極的に行い、町内各診療所との連携も進め

ながら、地域医療の中核的な役割を果たしていきます。また、帯広市内の急性期病院との連携により、町民

の方々がより安心して暮らすことができる体制整備を進めます。 

更に、地域包括ケアシステム構築の取り組みなどを円滑に進めるために、医療機関や介護事業所などとの

連携も強化していきます。 

 

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。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

体などとの連携を通じて、安心して暮らすことのできる地域づくりを進めていきます。 

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。 

介護保険制度の改正により介護予防事業が大きく変わっておりますが、生活支援体制整備事業による地域

の皆様が主体となった互助組織の立ち上げ・運営支援や町独自の基準緩和型の通所サービスなども始まりま

した。また、高齢の方が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、関係する多職種の連携による包括的な支

援体制の整備を進めていきます。 

認知症対策として昨年度より実施しております、認知症初期集中支援チームは、今年度から町内の認知症

サポート医を中心とした体制で進めていく予定です。 

 

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、関係機関の連携・協力により、支援

体制の充実をはかり、地域生活への移行促進、就労支援などを進めていきます。 

 また、今後、現在就労支援事業を利用されている皆様の高齢化などにより、中程度以上の障がいをお持ち

の方が増加していく見込みですが、町内に対応する事業所がないことから、現在、町内で事業を展開する法

人が計画している生活介護事業を町として支援していきます。 
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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傾向にあります。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。 

国保会計の運営は、平成３０年度の北海道広域化に伴い、より多くの被保険者による相互扶助となります。

現在各市町村の保険税率、北海道へ支払う納付金の試算値が示されていますが、最終決定は２９年度の予定

であり、国民健康保険運営協議会で審議頂きながら町民の皆様の理解を得ていきます。 

後期高齢者医療は、被保険者は僅かずつ増加しています。２９年度は、所得割・均等割の保険料に変更は

ありませんが、軽減、減免制度の一部に変更があります。 

介護保険事業につきましては、第６期計画の最終年度となり、第７期計画の策定に取りかかります。 

今後も制度改正や介護報酬の改定などが予想されますが、必要なサービス量の確保と安定した会計運営に努

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。現在実施しております特定不妊治療の助成は、男性不妊治療費の助成を追加し、妊婦健診での超音波

検査の助成を１１回に拡大します。 

出産に向けたパパママ教室、乳幼児健診や出産祝い金など既存の事業はこれまでどおり継続していきます。

また、カトリック幼稚園に対しては、耐震化工事に対する助成を行い、安心して通園できる環境整備を進め

ていきます。 

 

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環境の確保に向けて、一時預かり保育や障がい児保育、広域保育、病後

児保育などの事業を引き続き行っていきます。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

続していきます。 

子育てに関する経済的支援としまして、保育料を全ての所得階層で国の基準の５割を下回る額まで軽減し

ます。また、多子の負担軽減について、これまで保育園・幼稚園ともに小学３年生までとしていましたが、

これを中学３年生までに拡大します。これにより、保育料総体として国の基準額より７割程度の軽減となり

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に取り組み、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、引き続き縁結び事業や他の交流事業への参加など、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。 
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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。 

 

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おりますが、計画年内での事業完了を要望していきます。 

また、大森地区で「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、本町に運転管理業

務が移管されますので、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、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、橋梁８橋の点検を実施するほか、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。 

 

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、池田町ふるさと寄附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。 

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。 
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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いき

ます。 

 

最初に「ワイン製造の充実」についてです。 

ブドウ栽培では、原料供給の安定化のため、寒冷地に適した品種の選抜等、ブドウの研究開発を進めると

ともに、将来展望に立った生産体制の構築について検討を進めます。 

ワイン製造では、品質向上はもとより、市場に呼応した商品開発を進めます。 

施設・設備では、ワイン城の耐震改修、設備長寿命化改修、観光施設魅力化改修からなる、ワイン城施設

改修基本構想策定を進めます。 

 

次に「ワイン販売の促進」についてです。 

ワイン販売では、市場性の高い商品を提案し、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、施設整備事業の具体化とともに、消費啓発事業を推進していきます。 

 

次に「地域との連携」についてです。  

地域と一体となったワイン事業を展開するため、17 年ぶりに町主催のワインツアーを実施します。また、

観光、食関連分野での近隣地域との連携を進めるとともに、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。 

近年増加傾向にあるアジア圏を中心としたインバウンド対策を、関係機関と連携し推進します。また、音

更町との連携により、新たな観光ルートの創出に向けた取り組みを進めます。 

当町の観光のあり方やブランドの構築など、新たな魅力の発信を推進し、交流人口の拡大と町内経済効果

を高めるために、町民の皆様にも協力いただき、池田町観光振興計画を策定して中長期の観光ビジョンの確

立を図ります。 

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、火災による被害が発生しないよう違反対象物の是正強化、住宅用火災警報器の設置率向上に

取り組みます。 

幼年時に対する防災教育の活動を促進するため、町内全保育施設で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めます。 

救命率向上に向けた救命講習の受講促進と、各種救急事案に適切に対応できる救急隊員を育成し、救命の

連鎖と救急業務の高度化を図り救命率の向上を目指します。 

経年劣化著しい池田町消防団の消防車１台を更新するほか、施設の適正管理と装備の充実、消防職・団員

の知識・技術の向上を図り消防体制に万全を期します。 

消防広域化に伴うスケールメリットを生かし、安定した消防力を町民へ提供します。 
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次に「防災体制の充実」についてです。 

平成２８年度は、春に２件の林野火災が発生し、８月後半に２週間余りで４本の台風の影響を受け、河川

の増水に伴う避難勧告の発令や公園や農業被害など防災史上未曾有の年となりました。その中で情報収集や

広報の体制、避難所の設営や運営など多くの課題が浮き彫りとなり、地域防災計画の一部見直しや避難体制

の整備を図る必要があることから、総務課に防災係を新設し、本部機能の強化のための訓練や各種マニュア

ル作成、避難所や避難経路の確立等について取組んでいきます。 

国の河川では、昨年の台風災害を受け、災害防止を目的に緊急的な治水対策が実施され、本町においては

十勝川と利別川において、洪水時の水位を下げるための河道掘削が引き続き実施されます。 

道の河川においては、昨年の台風により被災した箇所の復旧工事や、継続事業の近牛北九線川改修工事が

実施される予定です。 

町の河川においても、昨年の台風により被災した箇所の復旧工事を引き続き実施するとともに、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。 

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、町民の皆様が犯罪に巻き込まれないよう、地域安全ニュースの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。 

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、今後の設置個所等について検討を続けます。 

 

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。 

このため、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、地区別のあるべき市街地像と整備方針を総合

的に定める「池田町都市計画マスタープラン」の策定に向け、建設課に都市計画係を設置し本年度より準備

を開始します。 

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２７年が経過し、調査３年目となる「字東

台の一部（その３）」地区については、地籍図、地籍簿を作成し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「字東台の一部（その４）」地区３．７３㎢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。 

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、町内における優良住宅の整

備を総合的に進めます。また、増加している空き家対策として、昨年１０月に策定した「池田町空家等対策

計画」に基づき、適切な管理促進と利活用の促進に取り組みます。 

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、引き続き建設に向けた用地取得

などを行うとともに、既存住宅の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か

ら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。 

町道では、昨年の台風により被災した箇所の復旧工事を引き続き実施するとともに、継続事業の旭通歩道

改築、９丁目５号通とシボサム通の舗装工事を実施し、新規に利別新栄通の路面冠水対策として局部改築工
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事を単年度で実施します。 

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。また、冬期間の交通確保のための除雪対策として、除雪ダンプ(１０ｔ)１台の更新を図りま

す。 

橋梁関係では長寿命化修繕計画に基づき、修繕工事を２橋、修繕調査設計を３橋、５年に１回実施する点

検を４０橋行います。また、道の河川改修事業に伴い、近牛橋の架け換え工事を予定しています。 

 

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。 

国の地域情報通信基盤整備推進交付金（ＩＣＴ交付金）を活用して光ファイバー網を整備し、平成２３年

度から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解消を進めて６年経

過しますが、現在２７０戸ほどが加入しており、今後も施設の適正な維持運営を図っていきます。 

 

次に「生活交通の維持」についてです。 

ふるさと銀河線の代替交通でもある十勝バス帯広陸別線は、平均乗車密度の減少により沿線自治体の赤字

負担が増加していることから、本年度より、利用促進と北部方面の生活交通の利便性向上を兼ね、池田市街

地までの運賃助成事業に取り組みます。併せて、代替バス利用にかかる通学定期助成に関しても拡充を図り

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、

コミュニティバスに関して、本年度は路線の見直しを図るとともに、全バス停留所の看板を更新し、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、新規に農村部と市街地を結ぶ移動手段

としてデマンド交通の検討を進め、秋以降の実証運行を目指します。 

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。 

昨年の台風災害により現在使用を中止している、利別川河川パークと十勝エコロジーパーク池田公園の災

害復旧工事を実施し、秋以降一部エリアの使用開始を目指します。 

また、昨年度見直した公園施設長寿命化計画に基づき、平成３０年度以降に施設改修を予定する利別川河

川パークの野球場と駐車場の実施設計を行います。 

継続事業の千代田堰堤展望公園整備事業では、旧ホテル建物の解体工事を実施するとともに、次年度整備

を予定する駐車場や公衆トイレなどの実施設計を行います。 

また、国へ整備を要望している千代田堰堤周辺河川空間環境整備の早期着工を図るため、「十勝川中流域

かわまちづくり計画」の登録を目指します。 

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。また新たに配水池の耐震化事業に着手します。 

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。 

本年度も引き続き長寿命化計画に基づいた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。 
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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いては、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、３０年度の供用開始に向けて、新施設の建設が進んでいます。 

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。 

火葬業務については、外部委託を開始してから１年が経過しますが、特段の問題はなく、引き続き使用者

の利便性向上に努めます。 

合葬式のお墓については、多くの町民の皆様のご意見を伺うため、アンケートを実施したうえで、必要性

を検証し、建設に向けて検討を行います。 

 

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、資源化は着実に浸透しており、使用済小型家電の回収は、町民の皆様からの搬入も多く、

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。 

資源集団回収については、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、一層のリサイクル率の向上に向け補助単価の検討も進めます。 

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６年が経過し、

漏水検知などが発生しておりますが、大事には至らず、埋め立ては、計画に対し約８割程度で推移し稼働し

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。  

カセット式ボンベやスプレー缶について、全国的に事故が発生していることから、本年度より穴開けせず

に「有害危険ごみ」として資源ごみと異なる収集方法に変更します。実施は、リサイクルプラザの搬入準備

が整う７月を予定しており、４月から広報紙、ポスター、分別ガイドなどを通して町民の皆様へ周知を図り

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、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。 

公害の防止対策については、関係法令に基づき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」 

「高等学校支援の推進」につきましては、町内における学びの場の維持・充実に向け、池田高校の生徒確

保を図るため、出口対策や学力向上に対する支援及び保護者に対する経済的支援の充実を図ってきたところ

であり、学校関係者の努力と相まって、徐々にその成果が表れてきています。 

本年度からは新たに学校側より要望のあった下宿生に対する支援を追加し、総合学科の特徴を生かすため

の生徒の確保を支援していきます。 

 

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提携が昭和５２年５月１９日の締結から

本年で４０周年となり、本年５月にペンティクトン市から訪問団を迎える予定となっています。池田町ペン

ティクトン会の協力を得ながら、友好的交流の継続に向け取り組んでいきます。 

地域間交流については、一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。 
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◇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、本年度から情報公開に対応した文書管理や庁舎の事務ス

ペースの確保を目的に、従来の簿冊形式の書類整理から保存から廃棄まで、体系的に文書を整理するファイ

リングシステムを順次導入していきます。 

「広報池田」や平成２７年度にリニューアルしたホームページを活用し情報提供の充実や共有化を一層推

進していきます。 

本年７月から個人の情報をパソコンで閲覧できるマイナンバー制度のポータルサイトの運用が始まりま

す。今後も利用事務の推進と情報セキュリティの強化を進めていきます。 

 

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課題に応じて多様な参加機会を提供できるよう、今

後とも体制づくりを進めます。 

 

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、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。 

 

次に「移住対策の促進」についてです。 

「ワインのまち」池田町移住促進協議会及び地域おこし協力隊と連携し、移住希望者への情報発信を強化

するとともに、ニーズに合った的確な移住・定住対策を推進します。 

また、移住希望者からの相談に対し、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」の充実を図るため、本年度より移住対策の業務を企画財政課住宅対策係に移管し、住宅政策と

移住定住対策の連携強化を図ります。 

 

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。 

町民の皆様とともに作成した「第４次総合計画」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、計画推進における新たな課題に対応するため、町の組織機構に関し、

係の新設や所掌事務の見直しを行い、効率的な行政運営を推進します。 

 

次に「健全な財政運営」についてです。 

人口の減少に伴い歳入規模の縮小が想定される中、経常経費率の上昇による財政の硬直化が懸念されてい

ます。 

公共施設等総合管理計画に基づく、人口規模及び 町民ニーズに合った公共施設の統廃合の検討と第５次

行財政改革大綱に基づく義務的経費の抑制、補助金などの適正化を図るとともに、中長期的財政推計に合わ
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せた計画的な建設事業の実施と的確な財源確保、事務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。 

効率的・効果的な広域連携の取り組みを進めるため、構成市町村が同一となった十勝圏複合事務組合と十

勝環境複合事務組合の統合に向けた準備を進めます。 

その他、十勝定住自立圏や十勝市町村税滞納整理機構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２９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２９年度 教育行政執行方針 

 

◇ は じ め に 

平成２９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。 

今日、グローバル化の進展は、社会に多様性をもたらし、また、急速な情報化や技術革新は日常生活を変

化させております。 

こうした変化は、子どもたちの成長を支える教育のあり方にも大きな影響を与えておりますが、人格の完

成を目指すという教育の目的は揺らぐことのないものです。 

子どもたちを取り巻く環境が激しく変化する中、池田町の子どもたちが、ふるさとに誇りと愛着を持って、

進取の気概で様々な困難に立ち向かい、自らの夢や目標の実現に果敢に挑戦していくことができるよう、学

校・家庭・地域が『総がかりで子どもたちを育んでいく』ことが重要です。 

 

◇教育行政に臨む基本姿勢 

こうした認識の下、「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の調和のとれた育成と、その基盤となる

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。 

池田町の子どもたちは、平成２８年度の全国調査において、体力・運動能力、運動習慣は全国平均を上回

る状況となっているものの、学力・学習状況については、全道平均を下回る結果となっており、さらなる授

業の改善や子どもたちの学習・生活習慣のあり方など、これまで以上の取組が必要となっています。 

池田町教育委員会としては、子どもたちの個性を伸ばしながら、社会で自立して生きていく上で必要な学

力や体力を身に付けさせるとともに、いじめのない学校づくりや社会教育活動等による地域の活性化などを

通じて、学校・家庭・地域・行政が連携した教育環境の一層の充実に向け、効果的な施策を講じてまいりま

す。 

 

◇重点政策の展開 

次に、平成２９年度において取り組む重点施策について申し上げます。 

１ 学校教育の充実 

第一は、「確かな学力の育成を目指す学校教育の充実」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、基礎的・基本的な知識・技能を身に付け、そ

れらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等に加え、主体的に学ぼうとする意欲

などを総合的に育んでいくことが重要です。 

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、授業や学習習慣の改善などに役立てる

とともに、引き続き、臨時教員や学習支援員を配置し少人数指導や習熟度別指導を実施するなど、子どもた

ち一人ひとりに応じたきめ細かな指導体制による学力の向上を図ります。 

また、授業を効果的・効率的に進めることができるよう、学習の準備、発表や話し合いの仕方など学校と

して必要な学習規律について、小中学校が連携し、学校全体での共通理解の下、教職員での設定・取組を進

めます。 

読書活動の充実に向けては、先進的事例を収集するなどして、学校図書館における学校司書のあり方につ

いて検討を進めます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定める「学校運営協議会制度」、いわゆるコミュニティース

クールを基盤とした義務教育９年間を見通した小中一貫教育の導入について、他市町村の取組事例を参考に

しながら、検討します。 

特別支援教育については、特別支援教育支援員を配置し、子どもの教育的ニーズに応じた指導や支援の充

実を図ります。 

教職員の多忙化が指摘されている中、子どもと向き合う時間の確保に向け、事務負担を軽減し子どもたち

の育ちを教職員全体で見守り、きめ細かな指導の充実を目的とした校務支援システム構築の検討を進めます。 
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さらに、町内の教育環境の維持・充実に向け、今後、池田高等学校との連携を一層深めるとともに、池田

町の特色を活かした高校におけるカリキュラムの設定を働きかけます。 

 

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者を思いやる心、善悪の判断などの規範意識を身に付け、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、学習指導要領の一部改正に伴う特別な教科道徳については、小学校では平成３０年度、中学校

では平成３１年度からの本格実施に向け、改訂の趣旨を踏まえ、道徳の公開授業や指導主事による学校教育

指導等を通じた円滑な導入に努めます。 

いじめについては、池田町のすべての子どもたちが、笑顔にあふれ希望に満ちた学校生活を送ることがで

きるよう、引き続き、いじめ相談や様々な悩みについて相談できる教育相談員を配置するとともに、池田町

いじめ防止基本方針に基づく組織体制の充実を図るほか、学級集団状況調査、いわゆるＱ－Ｕテストも活用

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、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の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においても新体力テストを実施するなど、体力・運動能力等の向上に向

けた検証・改善サイクルに取り組みます。 

フッ化物洗口については、むし歯予防手段として３小学校の希望者を対象に実施していますが、未実施児

童の保護者の皆様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を図ります。 

昨年４月には新しい学校給食センターの運用が開始され、安全・安心な食材で栄養バランスのとれた給食

が提供されています。 

今後とも、衛生管理等に十分配慮しながら、学校給食を通して子どもたちの健やかな成長を支援するとと

もに、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を推進します。 

 

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、その環境を整備することが大切です。 

このため、近年の住居環境の向上等を考慮したトイレの洋式化をすべての小学校で実施するとともに、池

田小学校のエレベーター設置に向けた取組を進めます。 

中学校の屋外運動場については、砂ぼこりによって教育活動はもとより、近隣の方々に影響を与えている

状況を踏まえ、効果的な改修・整備を進めます。 

また、池田小学校、利別小学校及び高島町民プールについては、老朽化が進み改修・改築を検討する時期

を迎えておりますが、維持管理に必要な経費負担の状況から、３プールの統合や設置形態、統合した場合の

移動手段など、今後の整備方針案をできる限り速やかに定め、学校関係者、関係団体、地域の皆様のご意見

をお聞きしながら方針を決定してまいります。 

 

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、また、本物の芸術文化や著名人による講演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、５月に開館する池田町郷土資料館については、町民の皆様の共有財産・知的資源としての利用

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なるよ

う、学校とも連携した活用に取り組みます。 

また、子ども夢基金を活用し、小中学校において芸術鑑賞事業を実施するとともに、失敗をおそれず挑戦

することの大切さを伝えるため、小学校５、６年生を対象に赤平市にある植松電機社長 植松 努氏による

「モデルロケット教室」を開催します。 
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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、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」や子どもたちが一定の期間一緒に過

ごす「通学合宿」、さらに、放課後の安全・安心な居場所づくりと合わせ、体験学習やスポーツ活動などを行

う「放課後子ども教室」を実施します。 

また、沖縄県読谷村への「小学生道外派遣研修事業」については、子ども夢基金を活用し実施します。 

 

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、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２９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、利便性と災害時の避難所としての機能の向上のためト

イレを洋式化するとともに、移動式バスケットゴールの更新や老朽化した固定式バスケットゴールの改修に

向けた調査等を実施します。 

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機器の更新を行います。 

また、北部スケートリンクについては、造成業務を民間事業者に委託する予定としております。 

 

７ 多様な学習機会の確保・充実 

第七は、「多様な学習機会の確保・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、今後とも、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ます。 

文化活動の拠点である田園ホールについては、総合体育館と同様、トイレを洋式化します。 

また、「遊ゆう大学」については、在籍者以外の方々も参加できる一般公開講座を開設するなど、町民の

皆様の学びの場としての取組を進めます。                 

 

８ 開かれた教育行政 

第八は、「開かれた教育行政」についてであります。 

保護者をはじめ、地域の皆様に池田町の教育活動をお知らせし、ご理解とご協力を得ていくことが大切で

す。 

このため、ホームページなどの広報媒体を効果的に活用し、子どもたちの頑張る姿や教育委員会の活動内

容等を積極的に発信するとともに、様々な機会を捉え、地域の皆様との教育に関する情報の共有化を図りま

す。 

 

以上、平成２９年度に取り組む重点政策について申し上げました。 

 

◇ む す び  

子どもたちの明るい笑顔や生き生きとした活動は、地域に元気を与えてくれます。 

今、池田町で学び成長していく子どもたちは、将来の池田町の発展を担う人材となります。 

まさに、『教育は未来への先行投資』です。 
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池田町教育委員会といたしましては、『子どもたちの育ちを支える』との思いを持って進める教育活動が、

池田町の未来につながるとの考えの下、創意工夫を図りながら、池田町の教育の充実・発展に取り組んでま

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。 


