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Ⅰ　はじめに

　平成25年豊浦町議会定例会3月会議に当たり、町
政執行に臨む基本方針と主な施策の一端を申し述
べ、議員各位をはじめ、広く町民皆様のご理解とご
協力を賜りたいと存じます。
　私が町政を担当してから、3期12年目を迎えまし
た。顧みますと就任早々、国が強力に推進する市町
村合併問題に直面し、本町では平成17年2月に住
民投票を経て、合併せず自立の道を選択いたしま
した。現在「自立する元気な豊浦町」の実現を目指し
て、町民皆様のあたたかいご理解とご協力を賜り、
円滑な町政運営が行われておりますことに心から感
謝申し上げます。
　また、就任以来「町民の視点に立って、町民が主
役のまちづくり」を基本に、町民の皆さんの「暮らし
の安心」や「産業の振興」を目標に、行財政運営を積
み重ねてきたところですが、我が国の経済は不況と
深刻な雇用不安などにより、依然として厳しい状況
にありました。
　このような中、昨年12月に総選挙が行われ、再
び政権が交代し新政権は、「日本経済再生に向けた
緊急経済対策」を打ち出して「15カ月予算」の考え方
で大型補正予算と平成25年度予算を合わせて切れ
目なく経済対策を実行するとしています。　
　このことから、国の新年度予算成立は遅れること
が確実となっており、地方財政への影響も懸念され
ますが、町の事務事業に支障が出ないようその都度
迅速に対応してまいります。
　本町はこれまで、地域経済を支える第1次産業の
農業・漁業の振興や商工業等の振興事業、公営住宅
の長寿命化事業や、老人福祉施設整備への支援な
ど、社会基盤整備、景気浮揚対策、定住促進などの
過疎対策事業を進めてまいりました。
　また、一昨年の東日本大震災の津波被害の教訓か
ら、防災対策を始めとした高齢者等が住み慣れた場
所で安心して過ごせる地域支え合い体制づくり、産

業振興事業、幼児教育事業など喫緊に推進すべき行
政課題が山積していることから、予算編成は任期の
仕上げの年度であることを踏まえ、補助金、起債な
どの財源確保に時期を失することの無いよう通常予
算で編成いたしました。
　その結果、一般会計の予算規模は45億6,800万円
で前年度当初予算と比較して△8.1％の減額、特別
会計を含めた予算総額は75億6,496万円で昨年度の
予算総額より△4.7％の減額となっています。
　次に主要な施策の推進について述べさせていただ
きます。

Ⅱ.主要な施策の推進について
　1.町経済の自立について　
　□農業の振興について
　昨年の本町農業は概ね天候に恵まれ畑作物や飼料
など順調に生育したところですが、TPPの行方は、
依然として不透明なままの状況が続いています。
　このような中、町の基幹産業として地域経済に大
きく寄与しております農業の振興策については、担
い手が長期的展望をもって、安心して農業に取り組
める農政の確立が第一と考えております。
　そのためには、農地の遊休化を防止するととも
に、効率的利用を図るため、現行の戸別所得補償制
度、中山間地域等直接支払交付金事業など国の政策
に加え、町独自で耕作放棄地増加防止対策等の取り
組みを推進してまいります。
　本年度は、栽培技術が有りながら一時栽培が減少
していた「生薬」
栽培を復活させ
「薬草の里づく
り」事業を胆振農
業改良普及セン
ターと連携して
推進することに
いたしました。
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　この事業は長期計画になりますが、漢方薬向けに
製薬会社からの需要があることから、栽培農家や作
付面積の増加は、未利用農地を解消し農家経済の安
定、担い手と雇用の確保が図られるものと期待して
おります。
　農地整備事業については、平成22年度から道営
事業で実施中の「第3新山梨地区」農道修繕工事が国
の平成24年度補正予算により前倒しで実施され、
本年度で延長430m区間の落石対策、待避所整備等
の工事が完了いたします。
　畜産振興については、燃料費や飼料購入費が生産
費を押し上げ、経営は厳しさを増しておりますが、
農家自らの自力整備の手法を取り入れた、草地更新
改良事業の取り組みを継続実施してまいります。

□水産業の振興について
　東日本大震災で受けた漁業被害の復旧は、昨年度
海中に沈んだ漁具資材の引上げ回収とその処理を行
い、養殖海域の環境回復・保全事業が完了いたしま
した。
　本町の漁業振興は、ホタテ貝養殖漁業を中心に、
漁業資源確保のため、サケのふ化放流、マツカワ種
苗放流と磯根資源のウ
ニ、アワビの種苗放流
事業を引き続き推進し
て漁家経営の安定に努
めてまいります。
　漁業施設整備につい
ては、豊浦漁港で老朽
化の著しいホタテ養殖
第1共同作業所の建替、
共同作業所内のトイレ
改修、船台施設整備の各事業に補助し作業効率の向
上など漁業施設の環境整備を推進してまいります。
　漁港整備は、北海道が事業主体で進める豊浦・礼
文の両漁港の長寿命化計画に基づき、漁港の補修整
備を促進してまいります。
　なお、国の平成24年度補正予算により豊浦漁港
の南島堤や、礼文漁港の外防などの実施設計が前倒
しで実施されることから、本年度は豊浦漁港の南防
波堤、礼文漁港の東防波堤補修工事がそれぞれ実施
されることになりました。

□森林整備の振興について
　民有林整備は、森林整備加速化・林業再生事業を
活用して本年度作業道上泉支線L＝500mを実施し、

合わせて、未来につなぐ森づくり推進事業の制度活
用により、森林所有者の森づくりへの意欲の増進と
施業の負担軽減策を講じて、計画的な森林整備を推
進してまいります。
　地域林業の担い手であります胆振西部森林組合に
対しては、経営基盤の強化が図られるよう引き続き
事業創出に努めてまいります。
　町有林整備は、町有林立木売払い5カ年計画によ
り本年度、礼文華地区で売払いを予定しておりま
す。また、昨年11月27日に発生した暴風雪により倒
木被害のあった礼文華地区8.5haの森林復旧を補助
事業により実施することにいたしました。
　林道整備は、昨年度から実施の森林管理道上泉
線開設事業の平成27年度完成に向け、本年度L＝
500mの工事を実施して森林施業の推進を図ってま
いります。
　エゾシカ等による農林業等の被害対策について
は、昨年度から実施の狩猟免許取得補助に加え、鳥
獣被害特措法等の改正に基づき、猟友会会員を町の
非常勤職員に発令し、豊浦町鳥獣被害対策実施隊を
組織して地域全体で持続的に被害防止に取り組むこ
とにいたしました。

2.商店街近代化とまちなみ整備など
	 　　　　　商工業の発展について
□商工業の振興について
　商工業は、公共事業費の減少や、購買人口の減少
などにより、依然厳しい経営状況が続いていますの
で、引き続き消費効果の高いプレミアム商品券発行
事業を継続実施するほか、住宅リフォーム商品券の
対象工事を50万円以上から30万円以上の少額工事
に拡大して本年度も継続実施するとともに、健康づ
くりポイント事業と連携して、町内の消費流出防止
と購買力の向上に努めてまいります。
　豊浦本町地区道道美和豊浦停車場線拡幅工事につ
いては、本年度から浜町工区が着手となりますの
で、工事の促進と早期完成に向けて関係機関等に対
し、強く要請してまいります。

□雇用対策について
　勤労者生活資金と住宅資金の低利融資事業につき
ましては、労働金庫に資金を預託し、継続実施して
まいります。
　季節労働者の冬期雇用対策は、公共施設の除雪作
業を継続して実施してまいります。

3

▲サケのふ化方流



□観光産業の振興について
　昨年の観光客入込数は、猛暑の影響もあり海水浴
客が増え、豊浦海浜公園キャンプ場は前年比で24.2
％の増客となりましたが、町全体では△2.8％の減
少となっております。
　このことから、本年度も本町の豊かな自然と海
浜、スポーツ施設、天然温泉など、観光と物産の
PR活動を札幌市及び首都圏で開催される「胆振物産
展」並びに「オール胆振・北の大収穫祭」等へ出店し、
町及び特産品のPRに努めてまいります。
　天然豊浦温泉「しおさい」については、リニューア
ルを検討しており、本年度は、リニューアル構想に
基づき施設改修の基本設計をするための予算措置を
いたしました。
　また、本年度は洞爺湖、有珠山周辺で世界ジオパ
ークの再認定審査、国際鉄人レース・トライアスロ
ンレースなど多彩なイベントが予定され観光客の増
加が見込まれております。
　このことから、本町の観光資源と産業が連携した
観光産業が安定したものとなるよう広域観光圏事業
にも取り組んでまいります。

3.	道路、住宅など町民の生活環境の
	 	 	 　　整備について
□生活関連施設の整備について
　町道整備につきましては、豊浦本町線の豊浦橋を
歩道部と車道部を分離整備することとし、歩道部の
橋梁整備工事L＝81.2mを平成24年度から平成26
年度までの3カ年計画で進めております。本年度は、
橋梁本体工事に着手いたします。
　また、車道部の橋梁整備は、本年度に橋梁長寿命
化計画を策定するとともに、詳細設計を進めてまい
ります。
　新規事業は、船見町山本支線（豊浦中学校裏）道路
拡幅工事、幸町桜線（真狩道路踏切付近）歩道新設工
事の他、能登農場線など町道4路線において維持補
修工事を実施して、生活道路の安全確保に努めてま

いります。
　また、除雪作業を効率的に行うため老朽化が著し
い平成8年度に導入した除雪ド―ザーの本年度国庫
補助による更新を要望していたところ、国の平成
24年度補正予算で採択されることとなりました。今
後とも町民の皆様のご協力をいただき、冬道の安全
確保に努めてまいります。
　国道整備につきましては、国道37号の洞爺湖町
管内の茶津及びクリア隧道の改良工事並びに本町管
内の隧道や礼文華地区の道路線形改良工事を国に要
望してまいります。
　道道整備については、懸案事業でありました道道
大岸礼文停車場線拡幅事業が、平成30年度完成を
目指して工事が実施されておりますので、交通規制
にご協力をお願いいたします。

　簡易水道事業
については、ポ
ンプ場や配水管
をはじめとする
水道施設の老朽
化に加え、災害
に強い水道施設

が求められることから、豊浦市街地区（低区）での漏
水調査、大岸ポンプ場の非常用発電機点検整備な
どを実施して施設の維持管理に努めてまいります。
　下水道事業については、施設の適正な維持を図る
ため平成26年度までの8カ年計画で公共下水道施設
改築更新事業を実施しており、本年度は水処理機械
等の更新を実施いたします。
　また、合併処理浄化槽設置事業につきましては、
2基分の予算措置を行い、引き続き環境衛生に努め
てまいります。
　公営住宅の建設や住宅改善事業は、新たな地域住
宅計画に基づき整備が進められ、本年度は高齢化改
善事業として朝日台及びはまなす団地でユニットバ
ス化などの居住性改善工事を実施いたします。
　また、大岸第1及び礼文華第1団地では、外壁の
長寿命化改善事業を、国の平成24年度補正予算に
より前倒しで実施いたします。
　このように新計画により公営住宅整備を進めてま
いりますが、一方で町外から本町に移住を希望する
子育て世代も多いことから平成23年度に整備した
定住促進住宅団地に引き続き、本年度は船見ケ丘公
営住宅跡地に2団地目として過疎対策事業債採択基
準に基づいた戸建住宅5戸を建設して、定住促進住
宅団地整備をしてまいります。
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□環境施策の推進について
　快適な生活環境を目指して、ごみの減量化やリサ
イクルの推進、花いっぱい運動など、町民一人ひと
りの環境保全と美化意識の向上を図り、ごみの不法
投棄防止運動を西いぶり定住自立圏事業として引き
続き実施してまいります。
　また、町民総ぐるみのク
リーン作戦として空き缶・
ごみなどのポイ捨て防止の
啓発や町民による「海の日」
海岸清掃、ボランティア団
体による清掃活動により、
良好な海岸線の美化保全に
努めてまいります。

□公共交通対策の推進について
　高齢者など交通弱者の足として町営バス等の交通
機関の確保が極めて重要と考えておりますので、地
域内での効率的な運行と利便性の向上を図るため、
地域住民、事業者、行政機関で検討してまいります。

□地域安全対策の推進について
　東日本大震災の経験を踏まえ、これまで海抜標示
板の設置や津波ハザードマップの作成を行ってまい
りました。
　本年度は、見直した新豊浦町地域防災計画に基づ
き、地区別に住民避難計画を作成し避難訓練を実施
いたします。
　また、避難所には生活品を備蓄し、防災備品の充
実と防災意識の向上に努めてまいります。
　極めて重要な災害時における地域住民に対する避
難情報の提供については、現在各地区の消防サイレ
ンの吹鳴、豊浦市街地区での防災行政無線3基から
の音声及びサイレン吹鳴伝達となっており、音声伝
達は広報車が主体となっております。この状況では
「聞こえなかった」といった声も多く、情報伝達の在
り方が課題となっております。
　このことから、災害発生時の町民への情報伝達手
段として昨年11月27日発生の大規模停電で評価が高
まったコミュニティFMラジオを防災活用するため、西
いぶり定住自立圏形成推進会議（3市3町）において、
豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町へ放送エリアを拡大するこ
とになり、広域で災害情報の広報強化に取り組んでま
いります。

　また、70歳以上の高齢者を対象に安心カードの交付
を行っておりますが、昨年度より災害時や緊急時に対
応できるよう救急医療情報セットを家庭内に設置し、
迅速適切な救急搬送と家族等への連絡が取れる体制
を継続して実施します。
　更に、災害弱者を含めた避難者に対する支え合い
体制についても、自治会や社会福祉協議会と連携を
図ってまいります。
　消防については、本町における前年の火災発生件
数が3件、救急出動件数が219件と、救急出動は高
い出動率となっておりますので、消防職員並びに団
員の研修、訓練を恒常的に実施してまいります。
　住宅用火災警報器の設置状況は、昨年12月末ま
での設置率は93％、1,783戸になっております。今後
も100％の設置を目指し、未設置世帯に対する啓発
活動に努めてまいります。
　消防体制の整備につきましては、本年度礼文華第
3分団のポンプ車を更新して消防力を向上してまい
ります。
　消防の広域化と消防救急無線のデジタル化につい
ては、消防組織法の改正により消防本部の広域化が
目標として掲げられている状況から、引き続き西い
ぶり広域連合の構成市町と連携して、効率的な整備
に取り組んでまいります。
　交通安全及び防犯につきましては、関係機関・団
体と連携して、交通死亡事故ゼロの運動、飲酒運転
の撲滅、犯罪の起こらない環境づくりに努めてまい
ります。
　西胆振地域内での不審者情報の共有化や依然絶え
ない振り込め詐欺、悪質な訪問販売等の被害防止に
地域全体で取り組んでまいります。また、管理不十
分な空き家や空き地が増加している現状から、引き
続き地域住民の安全・安心な生活環境づくりに努め
てまいります。
　また、街路灯の設置及び維持管理等については、
地域との協議を行う中で、継続して適正に執行して
まいります。

4.子育て支援の推進について
□子育て支援について
　子育てや教育を社会全体で支え合う子育て支援の
充実を図るため、次世代育成支援行動計画に沿っ
て、幼稚園と保育所を一体化した「認定こども園」の
建設を実施してまいります。この施設には、子育て
支援センター機能と放課後児童クラブ機能を加え、
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子育て総合施設として平成26年4月開園を目指して
整備を進めてまいります。
　町立大岸保育所は、子どもを持つ家庭への支援や
幼児期にふさわしい集団生活が送れるよう保育内容
の向上に努め、入園児以外の一時預り保育事業など
を継続実施してまいります。
　乳幼児医療制度については、児童の健やかな成長
と家庭生活の安定を図る子育て支援として、中学校
卒業まで全額公費負担する医療費無料化を継続実施
してまいります。

　母子保健事業につい
ては、妊婦健康診査事
業等の充実を図るとと
もに、町が取り組む予
防接種は全額公費負担
で接種できますので、
対象者への十分な説明
に努めてまいります。

5.地域医療の充実、町民の安全･安心と
	 	 	 福祉の向上について
□保健福祉の充実について
　健康を維持するためには疾病の予防と早期発見・
治療が重要であることから、各種検診の必要性の周
知や受診奨励を積極的に推進してまいります。
　また、町が実施する各種検診の受診率の向上と、
医療費の抑制を目指して昨年度創設した「健康づく
りポイント事業」を継続して実施いたします。
　このような中、不妊に悩む方に保険適用外の一般
不妊治療費や特定不妊治療費を助成して総合的な支
援を継続してまいります。
　医療機関の充実につきましては、豊浦町国民健康
保険病院は町内唯一の中核病院として、初期医療体
制の充実を図り、病状に応じた医療機関との連携強
化に努めてまいります。
　診療・治療の高度化を図る本年度の主な設備計画
は、エックス線透視診断装置、医用テレメーターな
どを更新するとともに、病棟看護詰所にエアコンを
設置して職場環境の改善に努めてまいります。
　病院経営につきましては、外来患者数1日80人、入
院患者数1日45人を予定しておりますが、医療サービス
の低下、医療に対する不安をきたすことのないよう医師
等の確保と設備の充実に努めてまいります。

□社会福祉の充実について
　高齢者の方々が住み慣れた地域で、健康で自立し
た生活が営めるように、昨年度から町と社会福祉協
議会、社会福祉法人、自治会、民生委員児童委員等
が地域支え合い体制づくり推進協議会を設立して、
講演会や地域勉強会、傾聴ボランティア育成講座な
どを開催し、住民参加により在宅高齢者等のサポー
トについて協議を進めてまいりました。
　その結果、地域福
祉を支えるヘルパー
やボランティアなど
の担い手不足が明ら
かになったことか
ら、社会福祉協議会
がこれらの事業を推
進できるよう国の緊
急雇用創出推進事業
の認定を受けて2名
の職員を配置するとともに、ヘルパー等の担い手育
成事業を実施することにいたしました。
　また、地域福祉を支える保健・福祉・医療の連携
や地域支え合いネットワーク活動については、住民と
の協働により引き続き実施することといたしました。

6.移住、定住事業の推進について
　これまで過疎地域からの自立を目指して、人口減
少と定住対策に取り組んできました。平成16年度か
ら実施の持ち家住宅取得奨励事業による転入者と戸
数は53名20棟、平成24年4月入居開始の定住促進
住宅６棟の入居倍率は1.6倍で、子育て世代17人の
転入がありました。また、昨年度に制定した民間ア
パートの建設奨励事業も順調なことから、持ち家や
民間アパート建設を奨励し、合わせて町有住宅の一
般貸出を継続して町民の定住を推進するとともに、
町外から新たな子育て世代の移住促進を図り、地域
の活性化に取り組んでまいります。

7.情報共有化の推進について
　地上デジタル放送は、一昨年7月に完全移行され
同時に難視聴地区の共聴施設を整備してまいりまし
たが、調査では4戸が衛星放送を受信するしかない
状況となっていることから、引き続き難視聴解消に
向け取り組んでまいります。
　礼文華地区のブロードバンド整備につきまして
は、NTTなど関係機関に地域の方々とともに設置
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を要望しており、今後も早期実施に向け要請してま
いります。
　また、災害時に詳細を伝えられるようFMラジオ
放送の受信調査を実施して、消防サイレンで避難し
FMラジオで詳細が分かるような情報の共有化を図
ってまいります。

8.教育関連施策の推進について
　過疎・少子高齢化の進行など社会状況や教育環境
が大きく変化しておりますが、本町教育の特色であ
る幼児教育から小中学校教育までの系統的・継続的
な教育活動を引き続き深めながら、心豊かで他人を
思いやる青少年を育てて行くことが、何よりも大切
なことと考えております。
　このため、町民の誰もが、いつでも、どこでも学
習ができ、知識の向上を図ることができる生涯学習
社会の実現を目指した体制づくりを、教育委員会と
連携して進めてまいります。
　なお、具体的な教育の執行方針につきましては、
教育長から申し上げます。
9.町行政の健全化について
□行財政改革の推進について
　地方分権時代を迎え、事務を執行する権限の一部
が市町村に移譲されるほか、これまで国が法令によ
り自治事務の実施やその方法について全国一律に定
めている義務付け・枠付けの見直しが行われます。
　このことから、住民自治を基本とした行政への転
換と、地域課題に対応できる簡素で効率的な行政運
営が求められています。本年度は行政サービスの向
上を図るため、北海道からの権限移譲により、8月

からパスポートの申請と交付を民生課窓口で取り扱
うことにいたしました。
　また、本町では「豊浦町自立計画書」に基づき、行
財政改革に取り組んでおりますが、この計画は町財
政の根幹をなす地方交付税の減額に対応した行財政
改革プランでありました。
　このことから、自立計画（平成18年度から27年度）
と町づくりの実施計画でもある過疎地域自立促進市
町村計画（平成22年度から27年度）の施策展開を進
め、地域が活性化し自立した自治体を目指して行財
政改革を推進してまいります。

Ⅲ.結び
　以上、平成25年度の町政執行に当たり、所信の
一端と主な施策の概要について申し上げました。
　私たちは変動の激しい行財政環境の中で、地方分
権の推進に伴う権限移譲などに対応した多種多様な
行政事務を行わなければなりません。
　このようなときこそ町民の皆様の総力を結集し、
「豊浦町をもっと元気に、もっと豊かに、安全に」を
基調とし「自立する元気な豊浦町」の実現を目指し、
邁進してまいります。
　これらの思いのもと、平成25年度は、基幹産業
である農漁業の振興はもとより、商工業の振興、環
境や社会福祉、教育文化の充実を図り、豊かで夢の
ある「まちづくり」に全力を尽くしてまいりたいと考
えておりますので、議員の皆様の一層のご理解、ご
協力と町民の皆様の積極的な町づくりへの、更なる
参画を心からお願い申し上げまして、平成25年度
町政執行方針とさせていただきます。
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平成25年度
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Ⅰ　はじめに

　平成25年豊浦町議会定例会３月会議の再開に当
たり、豊浦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、町議会並びに町民の
皆様方のご理解とご支援を賜りたいと存じます。
　今日の教育界は、急速に進行する人口減少や少子
高齢をはじめ、経済や暮らしの安全・安心の確保、
環境問題への対応など、多くの課題を抱える中、国
においては、「教育再生は、経済再生と並ぶ最重要
課題」として、いじめ対策、教育委員会改革、学校
週６日制の導入、６、３、３、４制の見直しなどを
柱とした教育改革を推進するための「教育再生実行
会議」を立ち上げ、今後、提言を打ち出す方針を示
したところであります。
　また、道においては、子どもたちの学力を、平成
26年度の全国調査までに、全国平均以上にすると
いう目標を掲げ、学校現場での取組の成果が問われ
る状況が続いております。
　現在、全ての学校種において、新しい学習指導要
領が全面実施となり、次代を担う子どもたちに、生
きる力のさらなる定着を目指し、本道教育の基本理
念である自立と共生を基盤に据えて、激しい社会の
変化に主体的に対応できる資質・能力の育成を培う
ための学力・体力の向上はもとより、豊かな心の醸
成に、学校、家庭、地域社会と行政が連動した取組
を一層充実する必要があると考えております。
　教育委員会といたしましては、こうした認識のも
と、本町の新たな教育振興基本計画及び社会教育中
期計画に基づき、学校教育、社会教育の質の向上を
図るとともに、生涯学習の一層の充実を目指してま
いります。
　この決意のもと、三つの目標を掲げて取り組んで
まいります。

1.胆振管内教育の発信は西から
　学校教育は、子どもたちの人格形成の基礎を培う
という命題のもと、自立の精神にあふれ、夢や希望
の実現に挑戦し、心豊かに共に支え合い、ふるさと
に誇りをもって、これからの社会を担う人材の育成
が喫緊の課題とされております。
　本町の各学校においては、これまでも、「学力の
向上とその基盤となる豊かな心、健やかな体の育
成」を機軸に据えた教育活動を展開し、家庭、地域
の理解と協力をいただきながら、指導と支援の充実
に努めてきているところであります。
　今後においても、『胆振の教育は西から』をスロ
ーガンに、本町の『特色ある学校づくり指針』に基
づき、各学校共通の教育活動を積極的に推進し、
一貫教育に反映させるとともに、児童生徒や地域
の実態に応じた個性豊かな教育活動が一層充実す
るよう、学校への指導はもとより、保護者、地域
理解の促進に努め、その成果を管内に広く発信し
てまいります。

教育行政執行方針
次代を担う子どもたちの
	 	 	 生きる力の定着を目指して

▲地域に拓く実践発表会



２.地域の教育力の積極的な活用
　教育の成果は学校に負うところは大きいながら
も、家庭、地域の協力、連携のもと、それぞれの
教育機能を発揮することが最も重要なことと考え
ます。
　そのため、学校は、保護者や地域住民の意見・要
望を的確に受け止めるとともに、双方向からの情報
の共有を図り、信頼される学校づくりを推進するこ
とが大切です。

　また、日常の教育
活動が、社会で生き
る実践的な力となる
よう、学校を中核に
据えながらも、家
庭、地域が連動し、
本町の子どもたちは
地域全体で育てると
の意識の高揚を図る
ことが重要であると
考えております。
　本町は、伝統的に

地域住民がボランティアとして、各学校の教育活動
を支援する体制が構築されるなど、子どもたちの学
びが地域社会においても保証され、自然体験や社会
体験を通して、互いに尊重し、共に支え合いなが
ら、社会の一員として成長していけるような土壌が
確立されており、今後一層、こうした活動が推進さ
れ、子どもたちの健全育成に寄与されるよう支援に
努めてまいります。

３.地域の発展と広域的な活動を
	 	 推進する生涯学習社会の実現
　町民一人一人が、生涯を通じて豊かに学び、学
んだ成果を生かし、還元できる環境づくりを進めて
いくことが大切であります。
　今年度は、社会教育中期計画並びに教育振興基本
計画の改定年度であり、学社融合の事業計画の創設
とともに、「とようら大学」開設40周年の年でもあ
り、これまでの歴史を紐解きながら、さらなる充実
を目指した大学運営を推進してまいります。
　また、「洞爺湖・有珠山世界ジオパーク」の再認定
を８月に控え、本町の有する資源や財産の一層の活
用とともに、「国指定名勝・カムイチャシ」の保存管
理はもとより、文化・観光の資源として有効的な活
用を図ってまいります。

　さらには、文化団体協議会や体育協会の所属団体
等の活動の中には、近隣市町との交流事業も行われ
るようになってきており、スポーツ推進委員を中核
として、各市町の特色ある町民スポーツの交流な
ど、広域的に連携した活動を推進し、町民各位が積
極的な社会参加とともに、自己実現が図られるよう
な生涯学習の充実に努めてまいります。

Ⅱ.重点施策の展開
　次に、こうした目標のもと、平成25年度の教育
委員会の重点施策について申し上げます。

１.確かな学力など生きる力の
	 	 総合的な教育活動の推進
　今日、全国的に「学力向上」が緊要な教育課題とさ
れており、本町の児童生徒の実態につきましては、
平成20年度は全道平均よりもさらに劣るという調
査結果から、年々向上し、24年度調査においては、
小学校では全国平均を上回る結果となり、各学校の
授業改善や創意工夫した教育活動の地道な継続のほ
か、家庭、地域との連携した取組や幼・小・中一貫
教育の実践研究が一定の成果につながったものと分
析しているところであります。
　同様に、体力・運動能力も全国に比較して大き
く劣っておりましたが、ここ２年間のスポーツ少
年団員によるテストの結果、これまでの記録を大
幅に更新し、全国平均を上回る団員を数多く輩出
することができましたが、二極化の解消対策や女
子の運動能力の回復が今後の課題と受け止め、日
常的に親しめる体育活動の工夫や場の設定など、
関係団体等の協力を得ながら推進してまいりたい
と考えております。
　なお、持久力は全国を超えるレベルにあり、平
成22年度より再開された、町内小学生マラソン記
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録会に向けた取組が要因の一つと考えられることか
ら、一貫教育の取組として、小中合同マラソン記録
会が実現できるよう働きかけてまいりたいと考えて
おります。
　次代を担う子どもたちが、急速に進展する社会に対
応できる資質や能力とともに、生涯学習社会を心豊か
に生き抜くために必要な基礎的、基本的な知識や技
能を身に付けさせることの大切さや将来の夢や希望
の実現のためには、確かな学力の獲得とともに、そ
の基盤となる心の教育の充実、体力・運動能力の向
上を図る教育活動の充実が極めて重要であります。
　各学校におけるさらなる授業改善の工夫や校内研
修の充実はもとより、家庭学習を含めた望ましい生
活習慣の定着が大切なことから、学校、家庭、地
域、行政が一体となった取組を総合的に推進できる
よう、指導、支援に最大限の努力をしてまいりたい
と考えております。

２.一貫教育の集大成からの新たな展望
　本町の一貫教育は、『地域の子どもは地域全体で
育てる』という本町教育理念の理想形として、平成
21年度からのスタートであり、今年度で５年目を
迎える研究活動であります。
　この実践研究は、子どもたちの健やかな成長のた
めに、各校種の垣根を低くし、12か年の教育活動
を見据えた取組を、教師はもとより、家庭、地域全
体で推進することを目指したものであります。
　平成23、24年度に、これまでの取組の成果を公
開してきたところでありますが、胆振教育局の指定
研究を終え、今年度は北海道教育委員会の指定研究
の最終年度であり、11月15日に公開研究会を行う
ことで集大成と考えているところであります。
　一貫教育の成果として、子どもたちの教育活動の

成果のほか、各校種の教員の交流が日常的に図られ
た結果、町の行事にも積極的に参加する姿も増える
など、地域に、学校の、そして教員の顔が見える状
況になったことは一町民としての教員の意識の変容
にもつながったものと考えており、公開研究会を終
えた後も一貫教育の活動内容がさらに充実したもの
となるよう、各学校との緊密な連携を図ってまいり
たいと考えております。
　また、今年度は、学校教育においても、広域的に
連携した教育活動を推進することが重要との考えか
ら、胆振西部全ての学校の主体校として、豊浦小・
中学校が指定され、先般、道外視察報告や取組の成
果を公表したところであります。

３.個々のニーズに応じた教育の充実
　子どもたちが、互いに思いやり、支え合いながら
社会の一員として生きていくためには、健やかな心
身の成長が極めて大切であります。社会問題となっ
ている「いじめ」「不登校」問題に関しても、いつで
も、だれにでも起こり得るという認識に立ち、危機
管理のもと、未然防止対策や校内の指導体制の見直
しを行うとともに、カウンセラーの配置など、積極
的な対応を図ってまいりたいと考えております。
　特別支援教育におきましては、今年度は、小学校
で最多の７学級の設置となり、特別支援教育支援員
や介護員を配置し、きめ細かな支援体制を行うとと
もに、各学校の特別支援教育コーディネーターの資
質向上を図るための研修講座の開設や保護者対象の
研修の企画なども構想してまいりたいと考えており
ます。
　また、教師と児童の信頼を基盤とした教育活動を
充実するためには、教職員が子どもたちとかかわる
時間をより多く保証することが大切であり、今後と
も、生徒指導加配教員の要望をはじめ、事務職員の
加配措置、外部人材活用事業を積極的に推進し、ゆ
とりある中で、個々のニーズに応じたきめ細かな指
導が行われるよう努めてまいります。
　幼稚園教育につきましては、26年度創設の「認定
こども園」への移行に向け、幼稚園の教育課程の整
理等のほか、進捗状況等については、町との連携の
もとに保護者への情報提供等も継続してまいりたい
と考えております。
　食に関する指導につきましては、各学校における
指導計画も整備され、食に関する正しい知識や食習
慣の定着を目指した指導が継続されておりますが、
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今後においても、給食運営委員会の組織の整備に努
めるとともに、食を通して郷土への理解を深めるた
め、栄養教諭が中心となった食育や給食での地場産
物の活用も促進し、望ましい給食の提供に努めてま
いります。

４.安全・安心を保証する教育の充実
　子どもたちの安全確保は信頼される学校の基盤で
あり、とりわけ、震災・津波など、自然災害への対
応については、自分の命は自分で守るということを
日常的に意識し、いざという時には迷わず行動でき
るための防災教育・訓練を継続してまいります。
　特に、町の「ハザードマップ」を活用しての実践的
な学習活動を徹底するほか、これらを参照し、児童
生徒向けの「ハザードマップ」を作成し、児童生徒自
らが、個々に応じた対応策を自主的に考え、行動で
きるよう支援してまいりたいと考えております。
　また、避難所となる中央公民館の整備について
も、町と連携し、計画的に推進してまいります。
　子どもたちはもとより、町民が安全・安心に暮
らせる環境整備については、常に、危機管理意識
を徹底し、各学校、地域からの情報の共有を図り、
地域全体で確立していく体制の整備に努めてまい
ります。

５.町民自らが構築する生涯学習の実現
　今年度より、新たな社会教育中期計画に基づき、
教育委員会事務局主導の事業形態から、町民自らが
企画・運営できる体制の改善をはじめ、社会教育委
員を中核として、関係機関、団体等からの意見や提
言を集約するなどして、町民が、生涯を通じて主体
的に学び、その成果を生かすことのできる生涯学習
の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
　今年で、開校40周年を迎えた「とようら大学」の
在り方につきましても、高齢化の余波は大きく、学
生の平均年齢が80歳という状況下、個々の要望に
応じた講座内容の工夫とともに、新たな学生の勧誘
につきましても積極的な対応策を検討してまいりた
いと考えております。
　また、体育協会や文化団体協議会への支援をはじ
め、スポーツ・文化活動の底辺拡充に努め、町民が
日常的に活動できるような環境整備の充実に取り組
むとともに、新たなスポーツの啓発活動や胆振西部
の市町との連携を深め、広域的な生涯学習の推進に
も努めてまいりたいと考えております。

　さらには、「ブックスタート」や「読み聞かせ」「図
書室モニター」など、ボランティアとして活動され
ている諸団体やグループの方々の支援をいただきな
がら、図書の整備・充実にも努めてまいります。

Ⅲ.むすびに
　今日、教育委員会制度の在り方が問われている状
況にありますが、制度の主旨を最大限生かすべく、
委員長を中核としての教育行政を円滑に推進するた
め、きめ細かな情報提供はもとより、定例会議のほ
か、必要に応じて諸会議を開催し、適切な助言をい
ただきながら、教育行政の執行に努力してまいりた
いと考えております。
　自然豊かな豊浦の地で、ふるさとに誇りをもち、
これからの社会を担う人材や地域づくりの基盤は教
育にあるとの信念のもと、教育委員会職員一丸とな
り、常に相互牽制の意識をもって業務の推進に努め
ることが重要と考えております。
　そのためには、教育行政評価委員の皆様からの
評価をはじめ、町民の方々からの日常的にいただ
く声を真摯に受け止め、地域の要望と期待に応え
る教育委員会を目指してまいりたいと考えており
ますので、町議会議員の皆様並びに町民の皆様の
ご理解とご支援を賜りますよう、心からお願い申
し上げます。
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歳 入
45億6,800万

歳 出
45億6,800万

町税
3億3,974万円

民生費
11億7,350万円

総務費
2億2,015万円その他

3億4,137万円

給与費
5億6,764万円

公債費
5億7,462万円

教育費
1億9,960万円

土木費
4億3,689万円

農林水産業費
4億154万円

衛生費
6億5,269万円

町債(地方債)
6億9,400万円

その他
7億604万円

地方交付税
23億円

国・道支出金
5億2,822万円
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平成25年度

今年のまちづくり

　平成 25 年度の一般会計予算総額は、45 億 6,800
万円で、前年度より 4 億 500 万円、8.1％の減額と
なりました。
　一般会計と特別会計を合せた予算総額は 75 億
6,496 万円で、前年度より 3 億 7,680 万円、4.7％
の減額となっています。

一般会計予算額　 45億6,800万円

町民一人あたりの 町税負担額

町民一人あたりの　預金（基金）

町民税	 3 万　	217 円
固定資産税	 3 万 4,975 円
軽自動車税	 	1,450 円
たばこ税	 7,659 円
入湯税	 119 円
合　計	 ７万4,421円
■町民一人あたりの金額は、平成 22 年

国勢調査人口（4,528 人）をもとに算出
しています。

■合計は四捨五入の関係で一致しない場
合があります。

平成 24年度末見込額　96万 1,322 円
（基金総額 43億 5,287 万円）

↓

平成 25年度末見込額89万5,126円
（基金総額 40億 5,313 万円）

【前年度比較】
一人あたり	 6 万 6,196 円減
基金総額	 2 億 9,974 万円減

■特別会計の予算状況 ※特別会計とは、特定の歳入をもって特定の
歳出にあて、特別な事業を行う会計です。

区　分 平成 25年度 平成 24年度 比較増減額 対前年度比率
簡 易 水 道 1 億 9,318 万円 1 億 9,608 万円 ▲ 290 万円 ▲ 1.5％

公共下水道 2 億 8,784 万円 3 億 5,385 万円 ▲ 6,601 万円 ▲ 18.7％

国民健康保険 8 億 4,775 万円 7 億 7,042 万円 7,733 万円 10.0％

後期高齢者保健 1 億 4,153 万円 1 億 3,989 万円 164 万円 1.2％
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　「豊浦町をもっと元気に、もっと豊かに、安全に」
を基調とし「自立する元気な豊浦町」の実現に向け
た予算編成を目指しました。
※一般会計とは、町の基本的な歳入と歳出を総合的
に管理する会計です。

一般会計予算額　 45億6,800万円

町民一人あたりの 目的別経費

町民一人あたりの借金（地方債）

総務費	 	4 万　	862 円
民生費	 	25 万 9,165 円
衛生費	 	14 万 4,145 円
農林水産業費	 8 万 8,679 円
土木費	 9 万 6,486 円
教育費	 4 万 4,081 円
公債費	 12 万 6,904 円
給与費	 12 万 5,362 円
その他	 7 万 5,391 円
合　計	 100 万 1,075 円

平成 24年度末見込額　134万 4,999 円
（借金総額　60億 9,016 万円）

↓

平成 25年度末見込額138万9,658円
（借金総額　62億 9,237 万円）

【前年度比較】
一人あたり　4万 4,659 円増
借金総額　　2億 221万円増

区　分 平成 25年度 平成 24年度 比較増減額 対前年度比率
介 護 保 険 5 億 1,885 万円 5 億  920 万円 965 万円 1.9％

総合保健福祉施設 2 億 5,809 万円 2 億 5,459 万円 350 万円 1.4％

国民健康保険病院 7 億 4,971 万円 7 億 4,473 万円 498 万円 0.7％

一般会計（再掲） 45 億 6,800 万円 49 億 7,300 万円 ▲ 4 億　500 万円 ▲ 8.1％

合　計 75 億 6,496 万円 79 億 4,176 万円 ▲ 3 億 7,680 万円 ▲ 4.7％
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款 25年度 24年度
比率 増減の要因となる主な事業

増減額 伸率
（%） 事業名 事業費

議 会 費 43,248 40,926 2,322 5.7 ☆ 議事録作成用録音機器購入事業 1,791

総 務 費 220,146 822,336 ▲ 602,190 ▲ 73.2

☆ 防災関連事業（地域防災計画 ･ 概要版 ･FM
電波調査） 5,475

☆ 災害拠点施設等備品購入事業　 7,686

☆ 共済住宅改修事業 10,687

民 生 費 1,173,496 954,904 218,592 22.9 ☆ 認定こども園建設事業 428,188

衛 生 費 652,686 649,561 3,125 0.5 ☆ 資源物収集車購入事業 8,992

農 林 水
産 業 費 401,537 243,971 157,566 64.6

☆ 生産物出荷等安定対策事業 1,190

☆ 豊浦地区ホタテ養殖共同作業所設置事業 143,427

☆ 豊浦漁港船台施設改修事業 11,401

○ 町有林整備事業（被害木整理等） 28,329

商 工 費 118,940 114,351 4,589 4.0
☆ 天然豊浦温泉しおさいﾘﾆｭｰｱﾙ事業（基本設計） 8,810

☆ 天然豊浦温泉しおさい設備改修事業 8,918

土 木 費 436,886 656,188 ▲ 219,302 ▲ 33.4

☆ 定住促進住宅建設事業（船見町 5 戸） 82,688

☆ 豊浦町橋梁長寿命化修繕計画策定事業 4,600

○ 豊浦本町線橋梁整備事業（道路改良） 96,000

消 防 費 176,310 173,997 2,313 1.3 多機能型積載車購入事業 12,735

教 育 費 199,589 209,785 ▲ 10,196 ▲ 4.9 ☆ 教員住宅改修事業（豊浦小 ･ 中校長宅） 3,270
災 害 復
旧 費 8 8 0 0.0

公 債 費 574,616 561,916 12,700 2.3 ○ 漁業系堆肥製造施設整備事業等の償還開始

給 与 費 567,638 540,757 26,881 5.0 ○ 退職▲ 4 人、新規採用 7 人

予 備 費 2,900 4,300 ▲ 1,400 ▲ 32.6

合 計 4,568,000 4,973,000 ▲ 405,000 ▲ 8.1

詳細は、豊浦町ホームページをご覧ください。

前年度歳出との比較と要因 （凡例：☆新規、○拡充、△縮小）
【単位：千円】

今年のまちづくり
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今年の重点事業

認定こども園建設事業
（予算額　4億 2,819 万円）

　住民サービスの向上及び将来を担う幼児の健全
な発達を促進するため、保護者の就労の有無を問
わず受け入れ可能な「認定こども園」を建設します。

・建築工事、解体工事、管理備品等
・鉄筋コンクリート造、1階建、1,222 ㎡

防災関連事業、災害拠点施設等備品購入事業
（予算額　1,316 万円）

　東日本大震災の被災経験から、今後起こり得る災
害へ備え、各種防災対策事業を行います。
（１）地域防災計画の策定
（２）防災アドバイザー業務
（３）地域別津波避難計画の策定
（４）防災訓練の実施
（５）防災ＦＭ電波受信調査事業
（６）災害拠点施設等備品購入

豊浦地区ホタテ養殖共同作業所設置事業
（予算額　1億 4,343 万円）

　昭和 49 年に建築された作業所は、近年のホタテ
養殖規模・機械の大型化に伴い、岸壁が手狭にな
るなど作業に危険を及ぼす状況となっています。
　このことから、作業所を岸壁中央に建て替えし、
安全性を確保するとともに、漁業の振興を図ります。

・鉄骨造、平屋建、557.26 ㎡

定住促進住宅建設事業（船見町 5戸）
（予算額　8,269 万円）

　人口の減少や少子高齢化が大きな問題となってい
ますが、その対策の一環として本町へ移住する子育
て世帯のための住宅を整備し、進行する過疎化に歯
止めをかけ、町の活性化を図ります。

・木造、平屋、3LDK　5戸

町職員給与の状況を公表します
町民の皆さんの一層のご理解をいただくため、町

職員の給与等のあらましをお知らせします。
町職員の給与は、民間給与の実態調査結果などに

基づく人事院の勧告に準じ、豊浦町議会の審議を経
て、条例で定められています。

なお、町職員の給与水準は、国家公務員を 100 と
した場合、地方公務員の給与水準を示すラスパイレ
ス指数は、平成 24 年 4 月 1 日現在次のとおりです。
・国の給与減額支給措置後との比較　102.7
・国の給与減額支給措置前との比較　 94.9

②町職員の給与状況（平成 25 年度一般会計予算）

職員数　　63 人（平均年齢 42.5 歳）
給与費　　3 億 5,771 万円
　・給　　料 2 億 3,361 万円
　・職員手当（扶養手当等） 3,989 万円
　・期 末 ・ 勤 勉 手 当 8,421 万円
職員 1人当たりの年間給与費  567 万円
※町長等特別職及び職員に係る共済費、負担金等は　
含みません。

③職員の初任給（平成 25 年 4 月 1 日現在）

職　種 高校卒 短大卒 大学卒
行政職 140,100 円 152,800 円 172,200 円

※ 初任給は、国の基準と同じ

④ボーナスの支給状況（平成 25 年 3 月 1 日現在）

支給月 期末手当 勤勉手当 合計
 6 月 1.225 月分 0.675 月分 1.90 月分
12 月 1.375 月分 0.675 月分 2.05 月分
計  2.60 月分  1.35 月分 3.95 月分

①人件費の状況（平成 23 年度一般会計決算）

歳出決算額　45 億   864 万円
人 件 費　 5 億 9,033 万円（13.1%）
※人件費には、町長等特別職給与及び議員、委員等　
　報酬、共済費、負担金等を含む。

今年のまちづくり



豊浦町民間アパート建設支援事業

豊浦町内に民間アパートを
(賃貸共同住宅等)建設する方に助成します

編集・発行／豊浦町企画調整課広報統計係
〒049－5492 北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地（電話0142－83－1418(直通）、FAX83-2129）
豊浦町ホームページ http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/　（印刷・製本／有限会社 さんおん）

広報とようら

特集号

・自己所有地または借地に賃貸共同住宅等を新築
または全面改築した方

・対象者は個人・法人を問いません（町外の方で
もＯＫ）

・対象となる住宅は、共同住宅または長屋
・1 棟につき 2 以上の戸数を有するもの
・各戸に玄関、便所、浴室及び台所があり、居住
室を有するもの

・社宅、家族親族等の入居に限定していないもの

◎お問い合わせ先
　・事業に関するお問い合わせ
 　　企画調整課調整係　TEL83-1417(直通)

・建築確認等に関するお問い合わせ
　 建設課建築係　TEL 83-1415(直通)

事業内容 【その他附帯施設条件】
・一戸あたり車 1台以上の駐車場を有して
いる

・町外からの入居者は、豊浦町に住民登録
すること

・入居者に対して自治会活動への積極的な
参加及び協力を要請すること

・ゴミステーションの設置は町の関係課等と
協議し必要な措置を講ずること

・住宅及び付帯設備に関し、環境不良の状
態にならないよう必要な措置を講ずること

・賃貸共同住宅等とは
・全 面 改 築 と は

～建築基準法に規定する共同住宅または長屋のことをいう
～既存の住宅を全て取り壊し、新たに建築基準法に基づく建築物を建てることをいう

【本事業における用語の定義】

項　目
建設施工業者の別

町内業者 町外業者

自己所有地又は借地に、居住室を有
する賃貸共同住宅等を建設した場合 25,000円 /㎡ 16,000円 /㎡

例）自己所有地に 1棟 6戸（2LDK（65㎡）が 4戸、1LDK（40㎡）が 2戸）の
　　アパートを町内業者が施工

（（65㎡×25,000円）×4戸）+（（40㎡×25,000円）×2戸）
           ＝ 850万円 奨励金支給

【奨　励　金】


