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平成３１年第１回音更町議会定例会に当たり、私の町政執行に対する 

基本的な姿勢と考え方、並びに計画いたしました施策の主なものについ

て申し上げ、町議会並びに町民の皆さんのご理解とご協力を賜りたいと

存じます。 

 

 （はじめに） 

私が、多くの町民の皆さんにご支援をいただき、町政の舵取り役を担

わせていただいてから２年になろうとし、任期の折り返しを迎えようと

しております。 

本町の人口は、平成２２年１２月の４５,７０７人をピークに減少傾向

に転じております。少子高齢化による人口減少対策は、まちづくりの最

大の課題であり、まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた各施策を着

実に推進することが、本町の今後の発展にとって極めて重要であります。 

「誰もが住み続けたい、住んでみたい」と思える音更町のまちづくり

を目指し、タウンミーティングなどを通じて、多くの町民の皆さんの声

を聴き、いただいたご意見をまちづくりに反映させ、町民の皆さんと手

を携えながら、町民みんなで協働のまちづくりを進めてまいります。 

  

さて、我が国の経済は、政府の財政・金融対策によって緩やかな回復

基調が続いております。政府は、持続的な成長経路の実現に向けて、一

人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる

「生産性革命」を最優先に取り組んでおります。 

また、少子高齢化という最大の課題に立ち向かっていくため、希望出

生率１.８の実現を目指すとともに、地方創生、国土強靱化、女性の活躍、

働き方改革、外国人材の受入れなどの施策の推進により、経済の好循環

をより確かなものとし、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を目指しております。 
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このような中、本町においても、町民の皆さんが将来にわたって健康

で安心して生活し続けられるよう、より効率的・効果的な行政執行・財

政運営の基に、持続可能なまちづくりを進めてまいりますので、議員各

位並びに町民の皆さんのご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い

申し上げます。 

 

（主な施策） 

次に、本年度計画いたしました主要な施策につきまして、第５期総合

計画に掲げた基本目標に沿って申し上げます。 

 

最初に、『元気あふれる産業のまち』であります。 

 

農業につきましては、ＴＰＰ１１
イレブン

（環太平洋パートナーシップ協定）

が昨年末に、日欧ＥＰＡ（経済連携協定）が本年２月に発効され、関税

の段階的削減や輸入枠の拡大により、国産農畜産物の価格低下等、農業

をはじめとする関連産業を含めた地域経済への影響が懸念されます。 

 国は、体質強化対策、経営安定対策等の実現予算として、３,１８８億

円を平成３０年度補正予算で措置しましたが、本町といたしましては、

その対策が着実に実施されるよう、引き続き関係団体等と連携し、生産

者の経営安定及び次世代を担う人材の育成、確保など、本町農業の振興

に努めてまいります。 

 昨年は、６月、７月の長雨、台風２１号などの自然災害により、農畜

産物を中心に被害が発生したことから、農業経営維持資金に係る利子に

ついて、貸付当初５年間を実質無利子となるよう農協と協調して利子補

給を行うほか、酪農畜産農家の粗飼料を確保するため、耕種農家の協力

による耕畜連携粗飼料増産緊急支援事業を農協と連携して実施いたします。 

 また、農繁期が競合しない他産地との連携により、本町の農繁期に必
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要な農業労働力の確保を図るため、農協が実施する農業労働力産地間連

携システム構築実証事業の取組を支援いたします。 

 

 畜産につきましては、畜産クラスター協議会を通じて、畜産・酪農収

益力強化整備等特別対策事業に継続して取り組むほか、入牧牛の検査及

び家畜伝染病特定疾病互助事業等への助成などを実施し、酪農畜産農家

の更なる生産基盤の強化に努めてまいります。 

 

 林業につきましては、本年度から（仮称）森林環境譲与税が譲与され

ることとなりますが、今後、その使途を定めた基金条例案を提案させて

いただく予定となっております。 

 オサルシナイ林間広場につきましては、用途廃止とし、老朽化した管

理棟や電柱などを解体撤去するとともに、広場については草刈など適切

な維持管理を行ってまいります。 

 

農業基盤整備につきましては、引き続き国営、道営事業を実施します

が、道営事業では、農道保全対策事業の音更２第２地区が本年度をもっ

て完了となります。また、ふるさと農道緊急整備事業につきましては、

引き続き南中音更南柏北２線道路の舗装工事を実施してまいります。 

 

商工業の振興につきましては、経営改善普及事業をはじめ、商工観光

業の活性化に取り組む商工会に必要な支援を行うほか、町内商工業者の

後継者の確保対策として、商工会と連携して新たに事業承継に関する基

礎調査を実施いたします。 

 

 企業誘致につきましては、音更町土地開発公社と連携を図りながら、

ＩＣ工業団地の地理的利便性などを活用し、雇用や産業の活性化につな
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がる優良企業の誘致に努めます。 

  

 観光振興につきましては、十勝川温泉中心市街地の拠点施設「ガーデ

ンスパ十勝川温泉」と連携して地域活性化に取り組むとともに、音更町

十勝川温泉観光協会と連携した２次交通対策事業及び訪日外国人誘客

強化事業を引き続き実施し、交流人口の増加を目指してまいります。 

 

産業連携につきましては、本町の更なる産業振興や地域の活性化を図

るため、企業や団体等の農商工観連携等による地域資源を活用した商品

開発等の取組を継続して支援してまいります。 

 また、小中学校・保育園等の給食への食材提供や地場産品を使用した

各種加工教室等を引き続き実施し、食育及び地産地消を推進してまいります。 

 

 魅力発信エリアの整備につきましては、民間事業者の優れた企画力や

経営管理等のノウハウを活用するため、核となる新たな道の駅に係る公

募型プロポーザルを実施することとし、昨年度から事業者を公募してお

ります。本年度は、事業予定地を取得するほか、実施事業者を選定し、

その提案に基づき整備を進めてまいります。 

 

次に、『住み良さと自然が共生するまち』であります。 

 

ごみ処理につきましては、分別などの適切な排出方法の啓発に努める

とともに、ごみの減量化や再資源化、ごみサポート事業を進めてまいり

ます。また、十勝圏複合事務組合においては、くりりんセンターに替わ

る新たな一般廃棄物中間処理施設の整備について、引き続き検討される

こととなっております。 
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音更霊園につきましては、長寿命化を図るため、引き続き計画的な補

修・修繕を進めるとともに、適切な管理に努めてまいります。 

 

公共交通につきましては、農村部の公共交通空白地域を解消するため

予約制乗合タクシーの実証運行を２か年にわたって実施してまいりまし

たが、一定の利用が見込まれると判断し、本年度から本運行に移行いた

します。 

 

とかち広域消防につきましては、消防局を中心にオール十勝として災

害規模に応じた柔軟な出動態勢と迅速な消防活動によって、今後もより

質の高い消防サービスの提供に努めてまいります。 

 

消防団につきましては、火災はもとより地震や台風などの自然災害に

も対応できるよう訓練や研修を通じて知識・技能の一層の向上に努めて

まいります。また、自主防災組織等と連携を図るなど、防火防災体制の

強化に取り組んでまいります。 

 

 防災対策につきましては、引き続き地域防災倉庫や備蓄品の整備を進

めてまいります。 

 災害時における町内全域への情報伝達手段を整備するため、これまで

も携帯電話やスマートフォンを所有している方には、エリアメールにて

対応してきたところですが、これらを所有していない方への対策として、

戸別受信機を貸与し、無線により情報を伝達する体制を本年度から２か

年で構築いたします。本年度は、電波の伝搬状況の調査を行うほか、無

線統制局や基地局の整備を実施いたします。 

 また、災害に強いまちづくりを推進するため、新たに防災士や防災マ

スターの資格を有する人材を育成するとともに、自主防災組織の設立を
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促進するなど、地域防災力の向上に努めてまいります。 

 

道東自動車道へのスマートインターチェンジ設置につきましては、道

東と道央を結ぶライフラインの基軸である道東自動車道への利便性向上

につながり、本町のみならず十勝圏域の観光振興、物流、防災など地域

活性化に重要な役割が期待されていることから、早期事業化に向け、引

き続き関係機関への要請を行ってまいります。 

 また、国道２４１号の事故対策事業につきましては、引き続き用地買

収及び補償が行われるとともに、木野大通西３丁目以北の無電柱化工事

が進められる予定となっております。 

 

 道道につきましては、音更新得線の音更中央通や帯広浦幌線の翠柳大

橋以東の整備が引き続き予定されているほか、町道については物流団地

通や音更下音更西３線などの整備をはじめ、市街地における住宅地内道

路の再整備や橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁補修を実施してまい

ります。 

 

 公園整備につきましては、引き続き公園施設長寿命化計画に基づき、

公園施設の改築や更新を行うとともに、十勝が丘公園再整備事業として、

花時計前のステージ改修工事の一部を実施してまいります。 

 また、本年度は魅力発信エリアの北側の公園ゾーンの基本設計を行います。 

 

 地籍事業につきましては、昨年度に引き続き共栄台地区と北蘭北地区

の調査を実施してまいります。 

 

公営住宅の整備につきましては、柳町団地第２工区の５棟２０戸の買

い取りを行います。また、今後の町の住宅施策の基本となる住生活基本



- 7 - 

 

計画の策定を行うとともに、この計画に基づき、公営住宅の適正な管理

戸数や整備方法を定める公営住宅等長寿命化計画の策定を行います。 

 

空き家対策事業につきましては、適切な管理がされず近隣に対し悪影

響を及ぼしている空き家の解体費に対する補助、居住を目的とした空き

家の購入費に対する補助を引き続き実施してまいります。 

また、持ち家の管理が困難となり住み替えを希望する高齢者等に対し、

町内の高齢者向け住宅等に関する情報提供を行うとともに、高齢者等が

持ち家を空き家バンクに登録した場合の補助制度を新たに設け、住み替

えを支援いたします。 

 

水道事業につきましては、引き続き新たな配水管の整備及び既設配水

管の更新を進めてまいります。 

簡易水道事業につきましては、西部簡易水道のハギノ地区の水道施設

更新事業を引き続き進めるほか、本年度から東部簡易水道の長流枝南地

区の配水管整備に着手いたします。 

 

下水道事業につきましては、汚水管及び雨水管の整備を引き続き進め

てまいります。 

個別排水処理事業につきましては、引き続き合併処理浄化槽の整備を

進め、水環境の保全と水洗化の促進に努めてまいります。 

 

次に、『心豊かな人を育むまち』であります。 

 

まちづくりの基本は人づくり・地域づくりであり、地域の将来を担う

子どもたちの生きる力やふるさとを思う心を育むため、教育委員会と両

輪で教育行政を推進してまいります。 
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本年度から柳町小学校の改修工事に本格的に着手するとともに、小中

学校の保健室へのエアコン設置を行います。 

また、生涯学習につきましては、帯広大谷短期大学や音更高等学校と

も連携しながら進めてまいります。 

なお、教育行政の具体的な執行方針につきましては、教育委員会から

申し上げます。 

 

次に、『いつまでも健やかに、安心して暮らせるまち』であります。 

 

町民の健康づくりにつきましては、誰もが自分らしく健康で安心して

暮らせるように、ライフステージに応じた各種施策を推進してまいります。 

 

母子保健につきましては、妊婦健診や乳幼児健診、予防接種、育児相

談、家庭訪問など妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援に努

めてまいります。 

子育て支援につきましては、保健センターの一部を改修して、相談室

を整備するほか、出生した子どもを養育する方に、紙おむつなどが購入

できる「子育て応援チケット」を配布いたします。 

また、産後ケア事業に自宅でサービスを受ける訪問型サービスを追加

するとともに、デイサービス型と同時に一時保育事業を利用する際の費

用の一部を助成いたします。 

 

風しん予防対策として、抗体保有率が低い、３９歳から５６歳の男性

を対象に、抗体検査とワクチン接種を３年間限定の定期接種として実施

いたします。また、骨髄移植などにより、定期予防接種の効果を喪失し

ていると医師が判断した方に対して、再接種費用を助成いたします。 
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成人保健につきましては、各種健診（検診）の受診率向上を図るとと

もに、個別に健康相談や結果説明会を行うなど生活習慣病や重症化の予

防対策を推進してまいります。 

若い世代のがん予防対策として、２０歳を対象にピロリ菌抗体検査を

実施するほか、町民の健康づくりに対する意識啓発を目的として、おと

ふけヘルスケアポイント制度を導入いたします。 

 

国民健康保険事業につきましては、昨年４月から国保の広域化が開始

されましたが、引き続き収納確保に取り組むとともに、医療費の適正化

対策などを推進し、健全な財政運営に努めてまいります。 

 

子育て世帯への経済的支援として、本年８月から住民税課税世帯の小

学生の通院医療費の２割を助成し、自己負担額を１割に軽減いたします。 

 

子ども福祉につきましては、子どもの最善の利益を念頭に置きながら、

各種施策を推進してまいります。 

本年１０月から予定されている幼児教育の無償化につきましては、認

可外保育についても一定の支援を行うこととしております。 

施設整備につきましては、学校法人帯広葵学園が運営する認定こども

園緑陽台保育園の園舎改築に対して助成をいたします。 

新たに民営化する柳町保育園及び民間事業者に委託するへき地保育所

の運営について、引き続き適切な運営が行われるよう支援してまいります。 

学童保育につきましては、本年度からすべての施設で６年生までの受

入れを行います。 

さらに、子育てに関するニーズの変化を踏まえながら、「第２期音更町

子ども･子育て支援事業計画」の策定に着手するとともに、子どもの居場

所づくりとして、新たに町内２か所で行われる子ども食堂の運営に対し
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て支援してまいります。 

 

高齢者福祉につきましては、「第７期おとふけ生きいきプラン２１」に

基づき、高齢者が健康で生きがいを持ちながら、安心して暮らし続ける

ことができるよう、各種施策を推進してまいります。 

高齢者顕彰につきましては、満８０歳を迎える方の増加により会場が

手狭となっていることなどから記念写真のみの贈呈とし、今後は満８８

歳を迎えた方に対して敬老祝い金を贈呈することといたします。 

また、地域包括ケアシステムの構築に向けて、町内の医療機関と介護

事業所が迅速な情報共有を図るため、医療・介護多職種連携情報共有シ

ステムを導入いたします。 

 

貧困対策につきましては、「ひとり親家庭等自立支援事業」を帯広大谷

短期大学と連携して継続実施するほか、生活困窮者が日常生活や社会生

活を営むことができるよう、引き続き関係機関と連携して適切に対応し

てまいります。 

 

障がい福祉につきましては、「おとふけ障がい福祉総合プラン」の後期

実施計画に基づき、障がいのある人一人ひとりに寄り添い、必要なサー

ビスが提供できるよう事業者や関係機関と連携してまいります。 

 

最後に、『町民の力で動く、協働のまち』であります。 

 

広報紙やホームページにつきましては、まちづくりに関する情報や住

民サービスを分かりやすく的確に伝え、行政に関心を持っていただける

よう情報発信に努めてまいります。 
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広聴活動につきましては、町民の皆さんからご意見、ご提案などをい

ただく「町政声のポスト」、ホームページの「メールボックス」、直接

対話の機会である地域の「まちづくり懇談会」や「タウンミーティング」

などを通じて、町民の皆さんとコミュニケーションを図り、町政に対す

る相互理解を深めてまいります。 

 

町内会等への支援につきましては、「潤いと思いやりの地域づくり事

業」を引き続き実施し、コミュニティや福祉など地域における支え合い

を支援するとともに、行政区の在り方につきましては、町内会等の皆さ

んからいただいたご意見を踏まえながら、課題整理を進めてまいります。 

  

 地域会館につきましては、新通会館の改修を実施するほか、木野コミ

ュニティセンターの屋上防水工事を実施いたします。 

 

職員の定数管理につきましては、町民サービスの充実を図りつつ、行

政需要に応じた適正な人員配置に努めてまいります。 

人材育成につきましては、職責に応じた研修をはじめ業務の遂行に欠

かせないコミュニケーション能力を高める研修などを開催するほか、十

勝定住自立圏による広域研修など各種研修へ積極的に職員を参加させる

とともに、人事評価制度を活用しながら、職員の意欲と資質向上に努め

てまいります。 

 

役場庁舎の耐震改修及び増築工事につきましては、昨年６月から工事

に着手しておりますが、本年７月には増築棟に一部の部署が移動して執

務いたします。また、既存棟につきましても改修工事を行い、来年１２

月の完成を目指します。 
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木野地域町民センターにつきましては、外壁改修など所要の改修を実

施いたします。なお、工事の実施に当たっては、施設を閉鎖する必要が

あるため、一定の期間、窓口機能を木野コミュニティセンターへ移設い

たします。 

 

まちづくりの指針であります第５期総合計画は、平成３２年度を最終

年としております。本年度からは、新総合計画の策定に向けて総合計画

審議会を設置し、本町の現状と課題を的確に捉えた中で十分なご審議を

いただくなど、平成３３年度からの新たな計画のスタートに向けて取り

組んでまいります。新総合計画は、本町が人口減少を迎えて初めて策定

する計画であり、国連で採択され、我が国も取組を進めている「持続可

能な開発目標」いわゆるＳＤＧsの視点を取り入れるとともに、計画策定

に当たっては、町民ワークショップや地域説明会などを通じて町民の声

を反映させてまいります。 

 

 財政につきましては、国は、平成３１年度地方財政計画において、一

般財源総額について、対前年度比１.０パーセント増の約６２兆７千億円

を確保するとしております。地方交付税については、出口ベースで対前

年度比１.１パーセントの増となっておりますが、普通交付税の振替財源

となる臨時財政対策債は、対前年度比１８.３パーセントの減となってい

るところであります。 

本町の主要な一般財源であります町税につきましては、個人町民税と

固定資産税の増が見込まれることから、前年度予算と比較して、１.２パ

ーセント増の５２億６６万円を計上したところであります。 

 また、地方交付税につきましては、基準財政需要額が増額となるもの

の、町税などの基準財政収入額の増額も予想されることから、前年度決

算見込額と比較して、０.６パーセント増の５１億８,１００万円を計上
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したところであります。 

 なお、臨時財政対策債と合わせた実質的な地方交付税の総額は、５７

億３,３００万円で、前年度決算見込額と比較して１.６パーセントの減

を見込んだところであります。 

 繰入金につきましては、役場庁舎耐震改修等基金から庁舎の耐震化事

業に、地域振興基金から道路整備事業などに繰入れを行うなど、必要な

財源として積立基金等を支消するため、前年度予算と比較して、８７.９

パーセント増の１０億２,９８５万円を計上したところであります。 

町債につきましては、役場庁舎耐震改修及び増築事業、地方道路等整

備事業、柳町小学校大規模改修事業などを予定しており、平成３２年度

までの期限となっている財源措置が有利な緊急防災・減災事業債の活用

を図ることから、前年度と比較して２１.６パーセント増の３０億

８,８６０万円を計上したところであります。 

 

ふるさと寄附金につきましては、自治体の貴重な自主財源であります

ので、まちづくりに有効に活用させていただくとともに、本町の安全・

安心な特産品等を謝礼品としてお贈りすることで、町の魅力を全国に発

信し、本町の知名度アップにつなげたいと考えており、引き続き寄附の

しやすい環境づくりに努めてまいります。 

 

本年１０月からの消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う使用料等

の改定につきましては、町民の皆さんの負担、生活への影響を考慮し、

消費税等の納税義務のある企業会計や一部の特別会計などに属するも

の、改定すべき特段の事由があるものなど、最小限の範囲にとどめるこ

とといたしました。 

また、今回改定する使用料等のほかに、国や北海道の基準を参酌して

定めている道路占用料などの一部の使用料等につきましては、今後、国
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や道の動向を確認した上で町の考え方を整理し、改定が必要と判断した

場合には、関係条例の改正を提案させていただく予定としております。 

 

来年度以降も、新たな道の駅や十勝が丘公園の再整備をはじめ、道路

や社会インフラの長寿命化、社会保障関係費の増加など多くの事業費が

見込まれるところです。このため、住民ニーズを踏まえた上で、限られ

た財源の効率的な活用を図り、健全な財政運営に取り組んでまいります。 

 

 （むすび） 

以上、平成３１年度の町政執行に臨む私の所信と主な施策、予算の概

要について申し上げました。 

我が国の人口減少が進む中、少子高齢化によって本町においても労働

人口が減少するともに、地域経済や福祉、財政運営にも大きな影響を受

けます。 

こうした時代背景にあって、将来の音更町を担う子どもたちと、その

子育て世代をしっかりと支えながら、高齢者の皆さんをはじめ、町民の

皆さんに積極的にまちづくりに参加してもらい、みんなでまちづくりを

進めてまいります。 

町民の皆さんと情報を共有し、ともに支え合い、ともに汗を流し、「協

働のまちづくり」によって、明日の音更町に更なる発展をもたらすこと

ができるよう全力を傾注してまいります。 

町議会並びに町民の皆さんのご理解とご協力を心からお願い申し上げ、

町政執行方針といたします。 


