令和３年度
町政執行方針

ず︑町民の皆様のご努力に心
ド需要の壊滅的な減少に象徴
を見通して行動することは一
はじめに
から感謝申し上げますととも
されるように︑全国のあらゆ
層容易ではなくなってきてい
昨年５月に町政運営の重責
に︑任意の選択とはなります
る産業へ甚大な影響を与えＧ
ます︒昨年︑町では﹁浦臼町
を担わせていただいてから間
が新年度から開始いたします
ＤＰはマイナス成長となり︑
総合振興計画後期基本計画﹂
もなく一年が経とうとしてい
ワクチン接種を新年度最初の
一般会計税収も８兆円もの大
を策定し︑当面の課題や進む
ますが︑就任当初から続く新
重要事業として︑医療関係者
幅な減収が見込まれています︒ べき方向性を明らかにしまし
型コロナウイルスによる影響
の皆様とともに万全の体制で
これに３次にわたる大規模な
たが︑このような不確実な時
は︑感染者数の大きな変動を
臨む所存であります︒一定期
補正予算による支出が加わり︑ 代にあってこそ本計画をしっ
伴いながら未だ収束には至っ
間︑通常の診療体制に影響を
現状不可欠な財政出動と理解
かりと基盤に据え︑必要な変
ていません︒その間町内の飲
与えることも想定されますが︑ するものの︑いずれの自治体
化に対応しながら町政を推進
食業をはじめとする商工関係
町民の皆様のご理解とご協力
も将来の財政面へのマイナス
してまいります︒特に新年度
者に多大な損失が発生し︑農
を賜り円滑迅速に推進してま
効果を憂慮せずにはいられな
は様々な課題が山積する中に
業関係においても特定の作物
いります︒
い状況と認識するところです︒ あって︑適切なコロナ対応を
の価格が大幅に下落するなど︑
我が国︑我が町が直面して
第一としながらも︑緊急を要
地域経済に多大な影響を及ぼ
いる人口減少と少子高齢化と
する地域公共交通の再編やア
町政に臨む基本姿勢
しています︒また︑履修時間
いう喫緊の課題にいまだ収束
フターコロナを見据えたコミ
への大幅な影響のあった児童
ここで令和３年度に臨むに
の見通せないコロナ禍が加わ
ュニティエリアの具体化を重
生徒はじめ全ての年代に活動
あたり町政運営の基本姿勢に
り︑一層困難な時代を迎える
点に︑次代につながる持続可
の自粛︑制限が求められるな
ついて申し上げます︒
ことになりました︒人々の生
能なまちづくりに取り組んで
ど︑コロナ禍が町民に与えた
誰もが想定していなかった
活様式や価値観に影響を与え
まいります︒私は︑就任２年
経済的な損害︑また心身への
世界規模のコロナ禍は︑日本
る大きな転換点になるとも言
目にあたり︑コロナ禍で叶わ
負担は極めて大きなものとな
経済に多大な影響を与え︑オ
われており︑社会が目まぐる
なかった﹁集い︑語らい︑支
っています︒今現在本町では
リンピック︑パラリンピック
しく変化していく中で︑過去
え合い﹂というスローガンを
一人の感染者も発生しておら
の延期や関連するインバウン
の経験で答えを出すことや先
実践するため︑町民の皆様の
中に出向き︑対話を重ね︑互
いに支え合うという姿勢を基
本に︑住み続けたい︑住んで
良かったと思っていただける
まちづくりを進めてまいりま
す︒
次に︑６項目の基本政策を
柱とする具体的に推進してい
く施策について申し上げます︒
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町長 川畑 智昭

基本政策の６本の柱

確かな防災対策の推進

一点目は︑防災対策につい
てであります︒昨年︑北海道
では大規模な自然災害は発生
せず皆さん安堵したところで
すが︑全国的には九州を中心
に豪雨災害が発生し甚大な被
害をもたらし︑さらに感染症
発生時の避難所運営が新たな
課題となるなど︑事前の災害
対応の重要性︑緊急性はます
ます増すばかりです︒私は︑
防災対策のレベルアップを図
るため︑災害や危機管理に関
する豊富な知識︑経験を持つ
防災マネージャーの採用を公
約としました︒しかし︑自衛
官の退職年齢の延長により資
格者が不足しており︑新年度
早々の配置は叶いませんでし
たが︑随時採用枠として早期
の採用を目指します︒
防災備蓄につきましては︑
昨年のコロナ禍の中での避難
所運営の教訓から︑感染防止
対策を意識しながら少しでも
快適な避難生活を送れるよう︑
本年度大幅な備品の充実を図
っており︑また農村センター
ほか主要公共施設におけるＷ
ｉＦｉ環境の整備を終え︑次
年度以降︑鶴沼︑晩生内施設
への設置を進めてまいります︒
災害発生時の重要な情報伝

元気にあいさつをしましょう!!
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達手段となる防災行政無線に
営の個別の支援策につきまし
ついては︑本年と新年度２ヶ
ては︑これまで若手農業者を
年事業でデジタル化への移行
対象としたチャレンジ交付金
を図り将来にわたる安定的な
がありましたが︑新年度から
運用に努めます︒
対象者︑対象事業とも大幅に
具体的な公共施設整備とし
拡充いたします︒
て︑気候変動の影響により気
ハード事業で４本︑ソフト
象災害の激甚化︑頻発化に対
事業で４本の新規事業を制度
応するため国が新たに制度化
化し︑幅広い農業者の皆さん
した﹁防災︑減災︑国土強靭
の新たなチャレンジを応援し
化のための５カ年加速化対
て参ります︒具体的には︑ス
策﹂を有効に活用して︑河川
マート農業の推進としてＧＰ
の老朽化した護岸改修を中心
Ｓ付き田植え機や農薬散布用
に計画的に進めてまいります︒ ドローンの購入費用への助成
や新規作物の導入︑農産物の
加工製造等に必要な設備類の
購入支援︑またソフト面とし
持続可能な農業の推進
てブランド力アップや農業法
人設立に伴う経費に対する支
援など︑様々なメニューを提
供するものです︒私は昨年︑
多くの若手農業者にお集まり
いただいた席で︑農業経営の
現状や今後への思い︑また町
への期待など本当にたくさん
の意見や提言をお聞きするこ
とができました︒今回の支援
策は︑その際の声を参考にさ
せていただき︑対象を広げ制
度化するものです︒この事業
が新たな取り組みを後押しす
るきっかけとなり︑地域農業
の活性化への一助となること
に期待するものです︒
新規就農者対策については︑
様々な条件整備が必要となり︑
短期間での体制づくりは困難
ですが︑現在の本町で受け入
れできる作物︑規模︑経営方

次に︑持続可能な農業の推
進についてです︒昨年町長に
就任した際に︑農業の将来を
見据え︑スマート農業が当然
の時代が必ず来るとの思いか
ら︑農地の大規模化︑国営の
農地再編整備事業への積極的
な取り組みを訴えました︒就
任後︑札幌開発建設部から担
当者を招いての勉強会を開催
し情報収集に努めましたが︑
採択にあたっては規模的な要
件とともに関係機関と農業者
が一体となった地域としての
強い意志が必要であり︑新年
度におきましてはより一層関
係機関との連携を密にし︑採
択に向けた地域の条件整備に
取り組んで参ります︒農業経
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法等の調査を継続し︑経営と
た︒また︑概算事業費も提示
生計の持続可能な試案づくり
させていただきましたが︑大
に手を付けてまいります︒
変大きな事業費を短期間で投
資しなければならないことか
ら︑コロナ禍で先行きが見通
しにくい現状において拙速な
魅力アップ
対応は一旦控え︑新年度につ
商工観光の推進
きましては︑これまでいただ
いた意見の反映や事業費節減
続いて︑魅力アップ商工観
の検討を進めてまいります︒
光の推進でございます︒先に
事業開始から３年度目とな
も述べたとおり︑昨年からの
るジビエ事業につきましては︑
コロナ禍の影響により︑飲食
地元をはじめ近隣市町の猟友
を提供する店舗を中心に商業
会のご協力をいただき︑当初
全般にわたって大きな影響を
の計画数量を確保できる状況
受けており︑地方創生臨時交
となっています︒コロナ禍に
付金を活用し持続化給付金の
より販売面では厳しいものが
対象拡大や応援給付金の支給
ありますが︑新年度におきま
など可能な支援策を行ってき
しては空知総合振興局の主導
たところです︒本年に入って
連携により需要喚起事業を実
からも既に飲食店のみに緊急
施し︑観光︑流通両面での振
対策として支援金を給付いた
興策に取り組むとともに︑町
しましたが︑引き続きプレミ
内店舗での活用拡大事業を行
アム商品券の発行やテイクア
ってまいります︒
ウトサービスへの助成など町
内での消費拡大策を行うとと
もに︑第３次補正の交付金を
温かな住民生活の推進
活用した支援策を合わせて実
施し︑事業継続と商工業振興
を兼ねた積極的な支援を行っ
てまいります︒
次に︑温かな住民生活の推
次に観光分野ですが︑産業
進についてでございます︒ま
観光推進グランドデザイン整
ず︑地域交通につきまして︑
備事業につきましては本年度︑ 昨年ＪＲ札沼線が惜しまれつ
新たな案を含め再検討したと
つも廃線となり︑代替交通と
ころですが︑施設の効率的︑
して浦臼月形間の定期便﹁か
一体的運用の観点から既存エ
ばとーる﹂はじめ町外への
リア内での整備が適当と結論
３路線が運行を開始しまし
しご報告させていただきまし
た︒これにより既存路線と合

3

わせて公共交通体系が整備さ
れたところですが︑その後コ
ロナ禍の影響等により一般タ
クシー業者から撤退の意向が
伝えられ︑今また中央バス滝
川浦臼線の存廃が議論となる
など︑早急に対応が必要な事
態となっています︒タクシー
運行については︑町の負担に
より半年間の運行を確保する
提案をさせていただいており︑
その間に対応策の検討を進め
ます︒滝川浦臼線につきまし
ては︑高校生の通学を中心に
滝川へ通ずる主要幹線であり︑
関係市町との調整や既存運行
路線の拡充︑統廃合を含めた
全体の中で速やかに検討を進
め︑新たな交通体系を構築し
てまいります︒
札沼線跡地の施設撤去及び
解体に関する経費の算定につ
きましては︑本年度中にまと
まり新年度からＪＲと移譲に
向けての協議を開始いたしま
す︒また︑浦臼駅舎及び周辺
のコミュニティエリアの整備
につきましても︑コロナ後を
見据え年度内に構想をまとめ
てまいります︒
新年度からの医療体制につ
きましては︑医科と歯科両方
の指定管理者が交代されるこ
とになり︑現在の医師に対し
まして心より感謝申し上げま
すとともに︑新任となる両医
師を町民の皆様とともに歓迎
したいと思います︒なお︑現
町立診療所施設につきまして

4

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!

7

は︑耐震診断を行い当座の安
﹁地域生活支援拠点﹂を近隣
全性を確認するとともに︑建
市町と合同で実施してまいり
替えにつきまして新たな医師
ます︒
と協議を進めてまいります︒
次に町内会の再編につきま
保健分野につきましては︑
しては︑昨年町内会長会議の
浦臼町高齢者保健福祉計画︑
場において現状における課
健康増進計画等に基づき︑各
題︑将来展望についてお聞き
年齢期の健康問題に対応した
し︑ほとんどの方から今すぐ
事業を展開し︑重症化予防の
再編が必要という段階ではな
ために個人の生活状況にそっ
いという意見をいただきまし
た保健指導や健康教育を行う
た︒ただ︑一部町内会からは
ほか︑介護状態のきっかけと
厳しい状態にあるとの訴えが
もなる骨粗しょう症の早期発
ありましたので︑地域の皆さ
見のための健診を導入し︑乳
んにお集まりいただき先行し
がん子宮がん検診については︑ て対応策を協議してまいりま
働く世代の受診機会を増やす
す︒
べく︑近隣医療機関での個別
光ファイバー通信網の整備
健診を導入し︑町民一人一人
については︑設置申請を終え
の健康の維持増進を支援いた
ＮＴＴ内において設計に着手
します︒
している段階です︒今の段階
高齢者福祉につきましては︑ では正確な着工時期は不明で
本町における 歳以上の高齢
すが︑遅くとも年度内には完
化率が ％を超えており︑一
了し供用が開始される見込み
人暮らしや高齢者のみの世帯
となっています︒
が増加︑さらには認知症高齢
公営住宅につきましては︑
者の増加が予想されることな
繰越予算となりましたが引き
どから︑高齢者が安心し住み
続き２棟８戸を建設︑また新
慣れた地域で自分らしい生
たに特定公共賃貸住宅２棟も
活を続けることができるよ
建設し︑快適な住環境を年内
う︑保健センターを中心に関
に提供してまいります︒
係機関団体や医療機関と連携
し︑﹁地域包括ケアシステム﹂
の考え方に基づき︑各種サー
健やかな
ビスや介護予防事業の充実を
子育てと教育の推進
図ってまいります︒
障がい者福祉につきまして
は︑障がい者の高齢化や重度
続きまして︑健やかな子育
化また親亡きあとを見据え︑
てと教育の推進です︒子育て
居住支援のための機能をもつ
支援につきましては︑このコ
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継続することといたします︒
ロナ禍において︑子育て世帯
ってはくれません︒浦臼町は
が育児不安の増大や孤立化す
昨年９月に町制施行 周年の
る こ と の な い よ う︑﹁ 子 育 て
節目を迎え︑新たなスタート
世代包括支援センター﹂を中
を切りました︒数多の先人た
住民対話の推進
心に関係機関と連携をとりな
ちが英知を結集し困難を乗り
がら︑切れ目のないきめ細か
越えたきたからこそ︑今日の
な支援を行ってまいります︒
浦臼町があり私たちがここに
最後に︑住民対話の推進に
また︑安心して子どもを産み
暮らしていることを心に刻み︑
なります︒私は昨年８月に町
育てられる環境を充実させ健
次代を担う子どもたちの未来
民の皆さんから声をかけてい
全な成長を促すため︑子育て
のために︑世代をつなぎ歴史
ただき︑こちらから出向いて
家庭の経済的負担を軽減する
を紡いでいかなければなりま
皆さんとお話をおさせていた
支援事業を引き続き実施して
せん︒私は︑今議会に﹁非核
だく﹁集い︑語らい出張トー
まいります︒
平和の町宣言﹂を提案させて
ク﹂を広報やホームページで
教育分野につきましては︑
いただきました︒感染症や自
周知させていただきました︒
文部科学省が進めていたＧＩ
然災害︑国際紛争など社会不
しかし︑夏場となり新型コロ
ＧＡスクール構想がコロナ禍
安をあおる報道が絶えること
ナが下火になっていたとはい
により前倒しされ今年度︑児
なく流される現代において︑
童生徒へのタブレット端末の
え完全に収まっていない状況
町民の生活とこの町の豊かな
整備が完了しています︒新年
では︑お呼びいただくことは
自然を守る意志を明確に示さ
度においては︑当該機器の有
叶いませんでした︒また︑皆
せていただき︑これを起点と
効活用を図るため小学校にＩ
さんから直接ご意見をお伺い
して目の前にある課題に取り
ＣＴ推進電子ドリルを導入し︑ する町政懇談会も感染者の増
組む新たなスタートとしたい
児童及び教師のスキルの向上
加から開催を取りやめており︑ と思います︒町民の皆様なら
と学力アップに務めます︒ま
就任一年目は対話という点で
びに町議会︑各団体のご理解
た︑中学校においても︑研修
ほぼ何もできずに終わろうと
とご協力を心からお願い申し
活動を支援し利活用の向上を
しています︒新年度につきま
上げ︑町政執行方針といたし
図ってまいります︒
しては︑もちろんコロナの動
ます︒
授業体制への支援といたし
向次第ということになります
まして︑現在小学校に配置し
が︑﹁集い︑語らい︑支え合い﹂
ている授業のサポートにあた
の実践に務めてまいります︒
るＴＴの充実を図り︑学習環
境の強化に努めます︒
今しばらくは︑コロナ禍と
ＡＬＴの配置につきまして
の共存を余儀なくされ︑町民
は︑現在の講師が今年度で地
の皆様の生活や行政運営の面
域おこし協力隊として任期が
でも様々な制約を受ける状況
満了することになりますが︑
が予想されますが︑人口減少︑
長年勤務いただき先生や児童
少子高齢化をはじめ防災対策︑
生徒からの信頼も厚いことか
産業振興︑生活交通など地域
ら引き続き︑町単独で配置を
を取り巻く山積する課題は待
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新型コロナウイルス感染症の予防に努めましょう！
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