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◇ は じ め に

令和２年第１回池田町議会定例会第１回定例会議の開会にあたり、本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。

政府が国会に提出した本年度当初予算案は、前年度比較1.2％増の過去最大102兆6580億円と、相次ぐ自

然災害や東京五輪・パラリンピック後の景気の落ち込みに備えた当初・補正を一体編成する「15カ月予算」

となっています。また、国の政策経費となる一般歳出が2.5％増の63兆4972 億円、消費税増税後のキャッ

シュレス決済時のポイント還元や五輪後に始まるマイナンバーカード所有者への買い物ポイント付与制度を

始め、景気を下支えする臨時対策費が盛り込まれ、歳出全体の3分の１を占める社会保障費は、高齢化に伴

う医療費増に、幼児教育・保育の無償化などが加わり過去最大となっています。地方交付税総額については、

前年度を0.4兆円上回る16.6兆円を確保するとともに、臨時財政対策債を抑制しています。

池田町における本年度の予算編成においては、人口減少や急速に進む少子高齢化対策、公共施設の老朽化

など、取り組むべき課題は数多くありますが、国と同様に増加傾向にある社会保障費や公債費への対応のた

め、行政事務の効率化や行政改革の取り組みを強化し、有利な財源の確保や歳出の抑制、ふるさと寄附金に

より積み立てた基金の有効活用など、厳しい財政事情の中ではありますが、第４次総合計画の目標でありま

す「いきいきはつらつ 心うるおう 住みよい町 いけだ」を目指し、災害に強い安全な町づくりを進め、

将来に渡り「町民の皆さんが安心して暮らせるよう」財政の健全化も図りながら行財政運営を進めていきま

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、堅調な農業所得等を踏まえ、農業機械や太陽光発電等の

償却資産の増加に伴い、町税全体で前年度より 0.9％増の６億８千万円を見込んでいます。普通交付税は、

国が示した「令和２年度普通交付税の算定方法の改正について」に基づく算定結果に、公債費算入額を加え

て、前年度より3.4％の増の２８億６千万円を見込んでいます。

歳出においては、産業基盤の強化、学校プールの整備や防災行政無線の整備に向けた事業の着手の他、地

方創生の取組や移住・定住促進に向けた「地域おこし協力隊事業」や都市部との連携事業にも取り組んでい

きます。

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や防災対策事業など、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６８億３千万円、対前年度比0.7％の増としました。

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、１２３億８千万円で、対前

年度比１.9％増となっています。

それでは、第４次総合計画の施策の大綱に基づき、本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を支援するため、乳幼児健診

や予防接種、特定健診、がん検診、家庭訪問や健康相談などを引続き行っていきます。

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９年目となり、町民に親しまれ、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。

また、令和４年４月に迎える、次期の指定管理に向けた検討を進めていきます。

政策２「福祉の充実」
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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

地域の協力により、避難行動要支援者名簿の作成や、災害時の協定締結を進めていきます。

次に「高齢者福祉の充実」についてです。

高齢者の方が、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、関係機関と連携を図

りながら、地域包括ケアシステムの構築に努めます。また、介護予防に重点的に取り組み、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」に取組みます。

本年度は、「高齢者補聴器購入費助成」を創設し、高齢者の積極的な社会参加や地域交流を促し、健康増

進、認知症予防に資する対策を講じます。

次に「障がい者福祉の充実」についてです。

障がいのある方が、地域で自立して生活できる共生社会実現のため、「池田町障がい福祉総合プラン」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。引続き、生活介護や就労支援に取組ん

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２年

が経過しました。一人当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

の健康づくりに取組みます。

後期高齢者医療は７５歳以上の被保険者は全町民で１ポイント増加の24％となっています。保険料や保険

料賦課限度額は、本年度に改定される保険料率が適用となります。

介護予防の地域支援事業の充実が図られ、介護保険事業の保険給付費は減少傾向にあり、引続き、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。

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を構築するため、子育て世代包括支援センターを保健

センター内に設置し、保健師等によるきめ細かな相談支援を進めます。また、新たなサービスとして、親の

病気などにより子どもの養育が困難な場合に、子どもを預けることができる子育て短期入所生活援助を行い

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を確保するため、一時預かり保育や障がい児保育、病後児保育、学

童保育などを引続き行います。

また、保育所において待機児童を出さないように関係機関と連携を図りながら、保育士の確保対策を進め

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。

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、引続き、早期療育や相談支援を行います。

◇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」については、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組み、農業の持続的な発展を図っ

ていきます。

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組み

に対する支援を引続き行ないます。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、「道営草地整
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備事業」に取組むほか、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、

農業者が実施する自衛対策への取組みを支援するほか、高齢化している駆除隊員補充のため、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。

農業基盤整備事業は継続的に町内全域の畑地帯において、総合的な整備を展開し、前年度に事業を完了し

ています。今後は地域の情勢を的確に把握し、必要に応じて事業展開していきます。本年度から池田町全域

における「道営草地整備事業」を５年間で実施し、自給飼料の確保向上に取組みます。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」に引続き取組みます。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家民泊

や農業体験学習の受入れなど、農家の理解を深めながら、広域町村と協力し、取組みを進めます。

地域の活性化に繋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。

前年度より新たに創設された森林環境譲与税を活用し、民有林管理を推進するため間伐や作業道路の補修

に対して補助を実施します。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」の開設工事は本年度全面開通の予

定です。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

が実施してきた町有林管理を、地域おこし協力隊員を募集し、担い手の育成に取組むほか、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組みを継続して行います。

政策２「商工業の振興」

次に「商業振興の充実」についてです。

少子高齢化が進み、町内の購買人口の減少や町外大型店への消費流出など、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年２回のプレミアム商品券の発行、池田町

振興券発行への支援を引続き行ないます。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Ｐ

Ｒにも努めます。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取組みを継続して支

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、十勝地域産業活性化協議会から移行した十勝地域産業活性化ネットワーク会議にお

ける情報交換、情報共有など、先進自治体の事例を参考に、都市部への情報発信を強化し、国の制度も活用

しながら新たな働き方へのアプローチを検討します。

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、有効求人倍率は回復傾向にあるものの依然として厳しい現状にあります。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

携した取組みを引続き行ないます。

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、諸課題に取組んでいきます。

最初に「ワイン製造の充実」についてです。
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ブドウ栽培では、新たに取得した町外圃場を含め直営圃場での生産性の向上、町内外生産者への普及・指

導、ブドウの研究開発を進め、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、個性・地域性に溢れる商品の開発を進めます。

次に「ワイン販売の促進」についてです。

ワイン販売では、市場性の高い商品の提案、効果的な販売促進・広告宣伝活動により販売増を図るととも

に、近年の製造・販売経費の上昇に対応した価格の適正化を図り、事業の安定経営を目指します。ワイン城

観光では、ワイン城が改修事業を終えリニューアルオープンすることを機に、ワインの消費啓発はもとより、

地域の経済力を高めていきます。

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。

当町における今後目指すべき観光のあり方の指針として策定した「池田町観光振興計画」に沿った、中長

期の観光施策の確立を図ります。音更町との広域連携事業により進めている、特産品の開発に向けた取組み

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」を引続き支援し、協会が実施する事業

を協働で進めるとともに地域資源を活かした魅力あるイベントの開催など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、主催する観光協会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」

まず、「安全安心な生活の確保」については、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運用を進

めるとともに、火災はもとより自然災害に対応するため、団員の知識・技術の向上を図ります。火災による

悲惨な犠牲者を二度と出さないよう、住宅用火災警報器の普及啓発、災害弱者である高齢者住宅防火診断を

実施し、火災予防の推進を図ります。

次に「防災体制の充実」についてです。

近年、全国各地で大規模な自然災害が多発し、防災対策に加えて、被害の最小化と迅速な復旧を図る減災

対策の推進が求められています。引続き、住民参加型の避難訓練の実施や自主防災組織の育成、防災資機材

の整備を進めるとともに、本年度より、災害時の情報伝達手段の多重化に向け、防災行政無線のデジタル化

と住民に直接防災情報を伝達する戸別無線機の導入に取組みます。

また、人材育成も兼ねて、災害時相互応援協定を締結している岩手県山田町に対し、令和元年台風１９号

に係る災害復旧事業に従事する技術職員１名を１年間派遣する予定としています。

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、引続き実施され、掘削発生土については、災害時対応の土砂備蓄を目的とした築堤への腹付けや、

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、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、慢性的な土

砂流出・堆積を抜本的に解消するため、初日川上流部に砂防設備を建設します。また、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。

高齢者を標的とした特殊詐欺被害や高齢者が当事者となる交通事故の増加など、高齢化に伴う社会問題が

深刻化しています。池田警察署や関係団体との連携による啓発活動を強化し、犯罪及び交通事故の未然防止

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。
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消費者生活相談については、引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。

策定された「池田町都市計画マスタープラン」を基本に、コンパクトな市街地形成、公共施設の効率化や

集約化、環境の保全、優良な農用地の確保などを進め、防災の観点から適切な用途地域の見直しも検討しま

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３０年が経過し、調査２年目となる「字富

岡の一部」地区3.19平方キロメートルについて、土地所有者の現地立会による一筆地調査及び一筆地測量を

行います。「東台（その４）」地区の認証完了に伴う本町の進歩率は、69.29パーセントとなります。

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、一定の充足数を確保しましたので、「長寿命化計画」に基づき５年間新規の整

備は行わないこととしますが、民間賃貸住宅建設促進を図っていきます。

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車線化早期整備、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、及び勇足池田線の調査設計が進められる予定です。町道では、西１条通歩道改築に着手

し、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３橋、修繕調査設計を２橋で行います。また、町内

全１１７橋の近接目視点検が完了したことから、平成２４年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画の更新を行

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。

ＩＣＴ（情報通信技術）の活用が生活や産業活動に急速に浸透しています。引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。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。また、農村部と市街地を結ぶ、新たな地域公共交通の枠組み、制度を設計し、公共交通空

白地域の解消に向けた取組みを継続します。

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。千代田堰堤展望公園は、旧ホテル

の解体、公衆トイレ及び駐車場が完成したことから、今後はソフト事業を展開しながら、「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
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安心・安全な水の供給に努めます。本年度も引続き、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。本年度も引続き機器更新を実施し、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、少子高齢化が進む本町において、墓の維持管理・継承に不安を抱く住民課題があ

ることから、合葬式施設の整備を行います。整備場所は池田墓地内、1200体の焼骨・遺骨を納める施設とし、

供用開始は令和３年度を予定しています。

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」

次に「資源循環型社会の形成」と「環境保全の充実」についてです。

限りある資源を効率良く利用し、持続ある成長を続けるために、廃棄物の発生を極力抑え、発生した廃棄

物は環境に負荷を与えないように再利用や再資源化する"資源循環型社会"への移行を目指す必要があります。

ごみやし尿・汚泥などの処理については、十勝圏複合事務組合での広域処理により環境負荷の低減を図っ

ていき、資源集団回収による、資源の再使用、再生利用を進めます。

再生可能エネルギーの利活用については、日照時間の長い本町の地域特性を活かし、災害によるブラック

アウト対策の一助となる太陽光発電など、電力の地産地消の可能性調査を関係機関と連携し進めます。

◇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」

「高等学校支援の推進」については、町内における学びの場の維持・充実に向け、前年度に引続きマーケ

ティングのカリキュラムの実施など、特色ある総合学科として池田高等学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、池田町国際交流協議会を通して、国際交流の意義と重要さを町民に理解いただき、

今後とも姉妹都市であるペンティクトン市との友好関係を深めていきます。地域間交流については、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」については、住民との協働を図るうえで情報の共有化は大変重要で

あり、広報紙やホームページを活用した情報提供に努めるとともに、ふれあいトークなど対話の機会を設け、

意見の集約に努めます。

次に「住民参加の促進」についてです。

近年は各種計画の作成に当たり、住民参加型のワークショップやまちづくりミーティングを開催し、住民

意見を計画に反映してきました。本年度も多様な参加機会を提供し、地域で暮らす住民が自らの地域づくり

に関わる協働型まちづくりを推進します。

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。前年度、東台
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地区において３公区の統合による自治組織が新たに設立されました。人口減少により、地域活動の在り方に

も変化が生じており、行政には地域特性に応じた柔軟な対応が求められています。引続き地域と協議を行い、

自主的な地域活動を維持・発展させるための支援を行っていきます。各コミセンについては、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。

移住フェアへの参加や雑誌広告での情報発信、体験メニューの開発やワーキングホリデーの実施など、地

元の企業との連携も図りながら、移住体験住宅を活用し、就業体験や生活体験を通し、移住に繋げる取組み

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。

最終年度となる「第４次総合計画」の総括を行いながら、各分野における個別計画、町民ワークショップ

やまちづくり会議等の意見を踏まえ「第5次総合計画」の策定を進めます。

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や大規模な公共投資と公共施設等の長寿命化や防

災対策事業による公債費が増加し、経常収支比率が上昇、財政の硬直化が進んでいます。ふるさと納税制度

を活用して積み立てた基金の有効活用や計画的な投資的事業の実施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ため、構成市町村が一体となった十勝圏複合事務組合、十勝定住自立圏の取

組みを進めます。また、本年度から５年計画で、台東・墨田区と十勝１８町村の交流連携事業を取組ます。

以上、第４次総合計画の施策に沿って、本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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令和２年度池田町教育委員会教育行政執行方針

令和２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

今日の社会は、新しい知識や情報・技術が様々な分野で活動の基となっている知識基盤型社会と言われ

ており、人工知能ＡＩ、ビッグデータ、ＩｏＴ等の先端技術が高度化して多くの産業や日常生活にも取り

入れられ、社会のあり方そのものが現在とは劇的に変わるとされる Society5.0 時代の到来も予想されて

います。

教育の分野においても、Society5.0時代を生きる子どもたちに対して、ＩＣＴを基盤とした先端技術等

の効果的な活用を図り、情報活用能力の育成を目指す「GIGAスクール構想」が示されています。

教育を取り巻く環境が急速に変容していく中、子どもたちが変化を前向きに捉え、豊かな創造性を備え

持続可能な地域社会の担い手として、予測困難な未来を自立的に生き、社会の形成に参画するための資

質・能力を一層確実に育んでいくことが求められており、それに対応して、教育行政も進めていかなけれ

ばなりません。

Ⅱ 教育行政に臨む基本姿勢

こうした認識の下、子どもたち一人ひとりの資質・能力を伸ばし、可能性を広げていく教育環境づくり

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、全国学力・学習状況調査において、依然として、全国・全道の平均正答率を下回

り、管内的にも下位層に位置しているものと捉えており、改善が進まない現状を厳し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、「社会で自立して生きていくために必要な学力」を保障することは教育の責務です。

教育委員会としては、新しい学習指導要領で示された「学びに向かう力・人間性等」の涵養、「生きて

働く知識・技能」の習得、「未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等」の育成に向けて、学

校はもとより、家庭や地域の教育力も取り込んだ教育活動を進めるとともに、その基盤とする望ましい教

育環境づくりに取り組みます。

Ⅲ 重点政策の展開

次に、令和２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・対話的で深い学びの実現

第一は、「主体的・対話的で深い学びの実現」です。

子どもたちが主体的に学習に取り組む態度を身に付けるとともに、個性を生かし多様な他者と協働し

ながら、学びを深めていく授業改善や教育活動を通じて、基礎的・基本的な知識や技能を確実に習得さ

せ、こ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、表現力等を育んでいくことが重要

です。

このため、ＩＣＴ機器等を活用し子どもたちの興味・関心を高める授業改善に取り組むとともに、授

業準備や学習態度などの「学習規律」を町内で統一し、小・中学校が連携して学習意欲の向上に努める

ほか、全国学力・学習状況調査で課題として明らかになった学習習慣の定着に向け、家庭等での学習時

間の確保などを啓発してまいります。

また、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、学期ごとに進捗

状況を把握した上で指導・助言してまいります。

小学校においては、新学習指導要領が全面実施され授業時数が増加することから、時数の適正な確保

はもとより、小学校の外国語活動等の充実を図るため、中学校教員や外国語指導助手による英語授業の

実施等を通じた小学校教員の指導力向上を図るとともに、新たに実施されるプログラミング教育につい

ては、ＩＣＴ機器の活用等を通じ論理的に考える力の育成に努めます。
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個に応じたきめ細かな指導体制の充実に向け、臨時教員等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みます。

利別小学校については、教科や授業時数の異なる複式学級の解消に向けて臨時教員の増配置を検討す

ることとし、高島小学校については、児童数の減少により事務職員が配置できなくなるため、校内体制

等を踏まえ、教員が教科指導等に専念できるよう、臨時の事務職員を配置します。

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とともに、新たに、幼保・小中高・福祉等の関係機関による

「特別支援教育連携協議会」を設置し情報等を共有しながら、「個別の教育支援計画」を活用した切れ

目のない指導や支援に取り組みます。

幼児教育については、「スタートカリキュラム」に対する幼稚園・保育園・小学校での共通理解を図

り、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での学習に円滑に結びつくよう取組を

進めます。

学校における働き方改革については、教員が専門性を活かしつつ授業改善等の時間が十分に確保でき

るよう、国の「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を踏まえ改定した「学校にお

ける働き方改革池田町アクションプラン」の取組の検証とともに、勤務時間の適切な管理手法などの検

討を進めるほか、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する

法律」が公布され、令和３年度から一年単位での休日のまとめ取りを可能とする変形労働時間制が施行

されることから、国の指針等を踏まえ適切な運用を図ります。

さらに、事務負担を軽減し、きめ細かな指導の充実を図る校務支援システムについては、通知表や指

導要録等への本格運用を開始し、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努めます。

また、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、ストレスチェックへの参加率

１００％を目指します。

２ 豊かな心・人間性の涵養と健やかな体の育成

第二は、「豊かな心・人間性の涵養と健やかな体の育成」です。

子どもたちが、自らの生き方を考え主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共により

よく生きる基盤となる道徳性を養うとともに、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、答えが

一つではない課題に子どもたちが道徳的に向き合い、考え、議論する道徳教育の充実に努めます。

  いじめについては、すべての子どもたちが元気に学校生活を送れるよう、「池田町いじめ防止基本方

針」に基づく組織体制等の充実はもとより、様々な悩みを相談できる教育相談員の配置や北海道から派

遣されるスクールカウンセラーの活用を図るほか、学級集団状況調査等も検証しながら、いじめの未然

防止、早期発見・早期対応を徹底します。

  子どもたちが読書に親しみ、感性や表現力、豊かな創造力等が身に付くよう「第３次池田町子どもの

読書活動推進計画」を策定します。

子どもたちの体力については、全国体力・運動能力、運動習慣等調査において、小・中学校ともに男

子は総じて全国平均を上回っていますが、女子は全国・全道平均を下回る結果となっており、今後も、

調査結果を的確に分析するとともに、調査対象の学年以外の児童生徒の新体力テストの実施等を通じて、

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、引き続き、小学校に「体育専科教員」を配置し、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ことにより、教員の指導力向上や学校としての体力向上の推進を図ります。

近年の猛暑への対策として、新たに小学校保健室に空調設備を設置し、暑さにより体調を崩した児童

への適切な対応・健康管理に十分配慮します。

フッ化物洗口については、むし歯予防手段としての安全性等について周知を図り、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、地元食材の活用を図り、今後とも、工夫・改善しながら安全・安心で栄養バラ

ンスのとれた給食を提供するとともに、食物アレルギーのある児童生徒への給食調理に万全を期すなど、



- 10 -

学校給食を通して子どもたちの健やかな成長を支えます。

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一層の充実を図ります。

３ 教育環境の整備

   第三は、「教育環境の整備」です。

学校は教科指導や生活指導等を通じて、子どもたちが知識・技能を習得し、豊かな心・人間性を涵養

する場であり、こうした教育活動等が円滑に行われるよう、施設の維持管理を含め学びの環境を整えて

いくことが必要です。

このため、国の「公共施設等総合管理計画」に基づき、学校施設等の効果的・効率的な維持管理に向

けた長寿命化計画を策定します。

池田小学校プールの活用については、利用しやすい環境づくりを進めることはもとより、幼児、小学

生、一般の方々を対象とした水泳教室や児童の交流も目的とした「プール祭り」を実施します。

新たなプール整備については、計画の変更等により児童生徒、保護者の皆様をはじめ地域の方々に不

安を与えることとなりましたが、今後、関係団体等のご意見も聞きながら、池田中学校敷地内での学校

プール建設という方針の下で進めてまいります。

また、北部地域コミュニティセンターを活用し、夏季休業期間中のプール以外での子どもの居場所づ

くりに取り組みます。

利別小学校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児童生徒の家庭に対しては、国の制度設計や要請を踏まえ、「池田町

就学援助規則」に基づき就学に必要な経費の援助を行います。

国から示された GIGA スクール構想の実現に向けては、他市町村の動向も踏まえつつ、具体的推進計

画を検討します。

４ 文化・芸術活動の推進

第四は、「文化・芸術活動の推進」です。

ふるさとの歴史・文化を知るとともに、本物の芸術文化等に触れることは、ふるさとへの愛着や誇り

を育み、豊かな感性を備えた人間としての成長に必要です。

このため、町民の皆様の共有財産・知的資源である池田町郷土資料館については、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活用を図るとともに、多くの方に来館いただ

けるよう、特別展の企画や展示方法の工夫を検討するほか、試行的に５月のゴールデンウィーク期間す

べてを開館日とするなど施設の利用促進を図ります。

また、子どもたちの芸術文化等への関心を高め、豊かな情操を養うため、子ども夢基金を活用した音

楽や演劇等の芸術鑑賞事業を実施します。

５ 青少年の健全育成の推進

   第五は、「青少年の健全育成の推進」です。

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

一定の期間ともに生活する「通学合宿」については、多くの子どもたちが参加し体験・交流できる場と

なるよう、一層事業内容等の周知に努めます。

また、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」については、ボランティア等の協力をいただきながら、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、異なる歴史・文化や気候風土等の地域を

訪れ、改めて、ふるさとの良さや我が国の歩んできた歴史などを学ぶ極めて貴重な体験学習であり、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」です。

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・増進とともに、健やかに生き生

きと暮らせるまちづくりに必要です。

このため、「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、スポーツに親しむ機会を提供するとともに、スポーツを通じた地域の親睦や協働意識の

醸成に努めます。

また、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を実施します。

スポーツの活動拠点である総合体育館については、施設を安全に維持・管理するため電気設備を改修

するとともに、健康保持・増進に向けてトレーニング機器２台を更新します。

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」です。

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

涯を通じ学ぼうとする意欲に応える環境を整えることが必要です。

このため、多くの町民の皆様が気軽に本に親しむ図書館機能の充実に向けて、昨年更新した図書館管

理システムを効果的に活用し、一層円滑な蔵書管理や貸出管理業務等による読書活動の推進を図るほか、

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、在校生からのアンケートも参考に講座内容などに工夫を重ねながら、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」です。

「子どもは家庭で育ち、学校で学び、地域で伸びる」と言います。

子どもたちを取り巻く環境が大きな変化を続ける中、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を認識し、

連携しながら子どもたちの成長を支えていくことが重要です。

このため、導入から３年目を迎える「コミュニティ・スクール」については、各学校の学校運営協議

会の一層の活性化を図り、地域の教育資源を効果的に活用しながら、家庭や地域が教育活動に参画し、

子どもたちの成長を支える体制づくりを進めます。

また、「第５次池田町教育基本計画」については、「池田町教育ビジョン」の３つの柱である「進んで

取り組む姿『進取』」、「郷土への愛と誇り『ふるさと』」、「支えあって生きる『共生』」の実現を目指し、

総合教育会議での議論も踏まえながら、本町教育の振興に向けた計画を策定します。

昨年、東日本大震災の津波により犠牲となった児童の遺族による訴訟に関して、危機管理マニュアル

の改訂など適切な対応をしていれば被害は防げたとして、教育委員会や校長等の過失を認定する判決が

確定しました。

このことを踏まえ、各学校の危機管理マニュアルを検証し実効性あるものとなるよう、内容の改善・

充実を図り、事前の防災体制の整備に万全を期します。

以上、令和２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

昨年、文部科学大臣から中央教育審議会に対し、「新しい時代の初等中等教育の在り方について」が

諮問され、現在、新学習指導要領で示された学習や指導の内容等を踏まえ、義務教育９年間を見通した

教員定数、教員養成・免許・採用・研修、教育課程等の一体的審議が進められています。
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これは、小・中学校６・３制の実質的な見直しにつながるものです。

加えて、児童生徒数の減少による小規模校化を踏まえ、自治体間の連携等も含めた学校運営の在り方

なども審議されることになっています。

このように、ここ数年で義務教育は大きな変革の時を迎えます。

本町においても、児童生徒数の減少が続き極めて小さな学校規模となっている中、これまでの環境を

「良し」とするのではなく、今後の社会的変化や教育改革の動向を見据え、子どもたちが変化の激しい

時代を様々な困難に挫けることなく、社会の一員として、たくましく成長していく資質・能力を育む教

育環境を整えていくことが重要です。

現在、これからの社会で求められる力を育む「望ましい教育環境の整備」について議論を進めていま

すが、将来を見据え、責任や主体性とともに、確かな決意と相応の覚悟を持って方向性を判断してまい

ります。

教育委員会としては、子どもたちが笑顔に溢れ、池田町で生まれ、育ち、学んでよかったと実感でき

るよう、成長する過程に責任を持ち支えていく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。


