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　国内農業の情勢は、農業就業者の高齢化や担い
手不足等の顕在化、集落人口の減少により、農地
等の維持管理や生活サービス等に支障を来してお
ります。
　一方、海外ではトランプ米大統領が環太平洋
パートナーシップ協定（ＴＰＰ）の離脱を表明し、2
国間自由貿易協定交渉に進むことが報じられてお
り、今後その枠組みに注視し、こうした農業をめ
ぐる情勢を的確に受け止め、発想を転換し、多様
な人材を取り込みつつ、新たな手法の導入等に取
り組んでいく必要があります。
　町の農業については、農業者の高齢化や担い手
不足等に伴い、農家戸数の減少による遊休農地化
が懸念されており、既存農業者への対応策が喫緊
の課題であり、新規事業では、強い農業づくり事
業や施設園芸型農業基盤強化事業により、規模拡
大を目指す担い手に対して支援するとともに、多
面的機能支払交付金事業、中山間地域直接支払交
付金事業に引き続き支援してまいります。

　平成29年豊浦町議会定例会3月会議の開会にあ
たり、平成29年度の町政執行方針について申し上
げます。
　本年は、昭和22年豊浦村から豊浦町へと町制施
行してから 70年となる節目の年を迎えますことか
ら、町制にご尽力をいただいた皆さまに対し、功
労者表彰式典に併せて、その功績を町民の皆さま
とともに、表彰したいと考えております。
　また、豊浦町のこれまでの歩みを記念映像とし
て作成し、町民や観光客の皆さまにご覧いただく
とともに、永く後世にしっかりと引き継いでまい
ります。
　地方創生は喫緊の課題であります。
　町では、この課題に対応するため、平成27年10
月に、国の「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、

「豊浦町人口ビジョン」「豊浦町総合戦略」を策定し、
平成28年度を「豊浦町の新時代を拓く元年」と位置
付け、その取り組みを進めてまいりました。
　本年度においても、地方創生の実現に向けて、
引き続きこの総合戦略のさらなる推進に取り組ん
でまいります。
　「子どもたちや若者が夢や希望を持ち続け、町民
の皆さまが元気で明るく安心して暮らせるまちづ
くり」、これが地方創生の最終目標であり、私自身
の願いでもあります。
　一歩の後退も許されない、そんな覚悟をもって、
町民の皆さまとともに、地方創生の実現に向けて、
全力で町政を執行してまいります。
　また、総合戦略は、総合計画と同等の計画と位
置付けていることから、その内容を十分踏まえな
がら、第6次総合計画の策定を進めてまいります。

分留意し、活用できる国の交付金等は積極的に活
用しながら、町の多様な資源などの「強み」を活用
し、地域活性化に向け取り組みを進めてまいりま
す。
　地方創生を実現するためには、ＰＤＣＡサイク
ルにより、総合戦略の推進状況をチェックしてい
くことが重要となります。
　昨年７月に設置した「豊浦町総合戦略推進会議」
の場において、産官学金労言など幅広い分野で構
成されている委員の皆さまとともに、総合戦略の
推進状況を確認していくことで、着実な総合戦略
の推進に資するよう進めてまいります。
　以下、総合戦略の基本目標ごとに、各分野別に
具体的な施策を申し上げます。

　「豊浦町総合戦略」は、町で実施する施策の中で
も、特に重点的かつ優先的に取り組んでまいりま
す。
　また、国の「まち・ひと・しごと創生基本方針」
や「まち・ひと・しごと総合戦略」などの動きも十

Ⅰ．はじめに

Ⅲ．分野別具体的な施策

Ⅱ．町政に臨む基本的視点

子どもたちや若者が夢や希望を持ち続け、

平成29年度町政執行方針

豊浦町長　村井　洋一

元気で明るく安心して暮らせるまちづくり

【基本目標1】
一次産業の強化や新たな価値創出により雇用を確保し、
誇りを持って、働き続けたいまちづくりを実現する

農業の振興
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▲まちなみ整備事業（浜町工区）▲ホタテ耳吊り作業

漁業の振興

森林整備の推進

商工業の振興

　新規就農者対策については、2年目を迎える「豊
浦町型地域産業連携拠点化事業」の取り組みとし
て、廃校を活用した地域産業連携拠点の整備に係
る実施設計や６次産業化の実現に向け、具体的な
拠点づくりの準備を進めてまいります。
　また、「ベリータウン豊浦構想」についてもブルー
ベリーやブラックベリーなどのベリー類を作付け
する農家に苗木を配布し、そのブランド化に向け
て試験栽培を推進してまいります。
　さらに、京都の農業ベンチャー企業（株）マイ
ファームとの「新規就農等に関する連携協定」に基
づき、農業体験ツアー、新農業人フェアに出展す
るなどの取り組みを加速してまいります。
　畜産振興については、肉牛経営安定対策事業や
牛舎環境改善整備事業など営農基盤の充実を図る
とともに、草地整備計画に基づく、畜産担い手育
成総合整備事業に引き続き支援してまいります。
　家畜伝染病対策については、昨年12月に道内で
高病原性鳥インフルエンザが発生し、全頭処分と
なったことから、北海道をはじめ関係機関と連携
を強化し、迅速な防疫体制の確立に万全を期して
まいります。

　漁業については、ホタテ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
引き続き推進してまいります。また、昨年12月に
実施した漁業者アンケートでは、ホタテのへい死
や雑物の付着などから、現在の漁業に危機感を抱
いているとの回答が 95％以上あり、ホタテ養殖漁
業の不漁に備えた、新たな魚種の生態調査、研究
を行うとともに、ホタテへい死対策として、ホタ
テ稚貝の育成試験を行い、漁家経営の安定化に向
けて進めてまいります。
　漁業施設整備については、ホタテ養殖作業機器
整備事業に対して支援し、作業効率の向上を図っ
てまいります。

　新規事業では、「ホタテオーナー制度実証事業」
を行い、「ホタテ貝」を全道、全国各地へ向かって
発信し、噴火湾ホタテ養殖発祥地として売り出し、

「豊浦町ファン」の掘り起こしを推進してまいりま
す。
　漁港整備については、道が事業主体である豊浦・
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。

　林業については、資源循環型の、植えて、育てて、
利用し、また植えることを基本目標に、未来につ
なぐ森づくり推進事業、公費造林推進事業、町有
林整備事業などを活用し、ＣＯ 2 の吸収源として
も重要な森林の整備等の着実な実施をはじめ、地
域の自然資源をしっかりと守ってまいります。
　鳥獣被害対策については、鳥獣被害防止対策協
議会において効果的な活動を行うとともに、伊達
猟友会豊浦部会への活動に対しても引き続き支援
してまいります。

　商工業については、商工会が取り組む経営改善
普及事業や地域振興事業をはじめ、消費効果の高
い、「とようら得・得商品券事業」および「とようら
住宅リフォーム券事業」により、地元商店におけ
る消費の喚起や、町外への消費購買力の流出の抑
制を図るため、引き続き支援してまいります。
　また、商業店舗の減少やＡコープ豊浦店の本年
度中の撤退意志から、昨年12月に実施した「 町民
の生活および買い物に関する意識調査」の結果を
踏まえた商店等のあり方を、関係団体と引き続き
協議しながら、町民が安心して買い物ができる環
境づくりに取り組んでまいります。
　まちなみ整備事業（本町地区）については、平成
25年度から浜町工区が着手されており、早期完成
と残された旭町工区の速やかな着工について引き
続き関係機関に強く要請してまいります。
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　雇用については、全国的に労働人口の減少など
により求人を出しても応募がないなど、人手不足
が深刻化しており、民間企業の求人等を引き続き
支援するため、広報紙配布時に「町の求人情報」
を回覧し、広く町民へ周知してまいります。
　また、就労につながりにくい障がい者など就職
困難者等への支援については、関係団体と連携を
図り積極的に行ってまいります。
　新規事業では、若年者の雇用拡大および地元へ
の定着を図ることを目的に「ふるさと定住就職奨
励金」、「雇用創出育成奨励金」事業を実施し、
雇用の場の創出による就業者確保や雇用労働対策
を推進してまいります。

　母子保健事業については、安心して子どもを産
み育て、健やかな成長を促すため、乳幼児健診や
相談、家庭訪問、健康教育などに、引き続き取り
組んでまいります。
　また、妊婦の健診費や不妊治療費等の助成など
対象者の経済的負担軽減を充実してまいります。

　子育て支援については、「 子ども・子育て支援計
画」の実効性と有効性を子ども・子育て支援会議に
おいて引き続き検証するとともに、住民の意見を
十分に踏まえ、子育て支援計画の推進を図ってま
いります。
　保育サービスについては、大岸保育所および認
定こども園青空において、保護者のニーズに応じ
た、より良い施設とするための連携・協議を深め、
通常保育や障がい児保育の充実を図ってまいりま
す。
　また、昨年度実施設計を行った大岸保育所は、
地元産カラマツ材を活用した建設を実施し、平成
30年2月の完成を目指して、安心・安全な保育環
境の整備に努めてまいります。
　新規事業では、学校給食費負担軽減給付事業お
よび認可外保育施設等利用料助成金支給事業を実
施するとともに、高校生通学費等補助事業、乳幼
児等医療費無料化事業についても継続実施して、
保護者の負担軽減を図ってまいります。

　社会福祉に関する事業は、従来どおり各種福祉計画
により着実に実施するものとし、生活の拠点である地
域に根ざした助け合う地域社会の基盤づくりを引き続
き推進してまいります。
　本年度は、「第2次地域福祉計画」がスタートし、
次年度に向けては「高齢者福祉計画・第7期介護保険
事業計画」や「第3期障がい者基本計画・第5期障が
い福祉計画」を策定する年となっております。
　高齢者福祉に関しては、介護保険事業の安定的運営
と高齢者が家庭・地域の中で生きがいをもって安心し
て在宅生活が続けられるよう、社会福祉協議会との連
携を密にし、介護予防、日常生活支援事業等の福祉
サービスの充実に努めてまいります。
　また、高齢者や障がい者等を地域で見守り、支える
体制の構築を図り、特に認知症対策については、介護
保険事業との連携を図りつつ、認知症を正しく理解
し、認知症の人やその家族を見守る「認知症サポー
ター」の養成、小・中学校での授業や研修会、企業や
職域での講座の開催や社会福祉協議会を中心とした地
域支え合い体制事業の推進など、幅広く地域住民へ認
知症等への理解および知識の普及啓発に努めてまいり
ます。
　障がい者福祉については、町に在住する障がい者の
方やその家族が地域で安心して日常生活や社会生活を
送ることができるよう、相談支援体制の拡充をはじめ
とする各障がい福祉サービスの充実を図り、障がい者
の自立と社会参加を支援してまいります。
　また、本年度第2次地域福祉計画がスタートするこ
とから、計画に沿った地域福祉のあり方やその取り組
みについて、安心して生き生きと暮らすことができる
福祉のまちづくりの実現を目指してまいります。

▲旭町地区徘徊模擬訓練▲認定子ども園青空 運動会

雇用対策の充実

子育て支援の充実

社会福祉の充実

【基本目標2】
生活環境の充実により、快適に住み続けたいまち
づくりを実現する
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　町民の健康保持については、がん検診、特定健
康診査等の受診勧奨や特定保健指導、健康相談、
家庭訪問などを着実に実施し、引き続き健康づく
り体制の充実を図ってまいります。
　さらに、各種予防接種事業の実施により、感染
症予防やその重症化予防を図り、総体的な医療費
の抑制に努めてまいります。
　また、広報紙などの活用により健康情報を充実
させ、町が実施する各種健診の受診率や健康づく
り事業の利用率の向上を図ってまいります。

　介護保険事業については、「第6期介護保険事
業計画」の基本理念である「高齢者が生きがいを
持って活躍できる仕組みづくり」を基本として、
社会参加の促進と健康づくりによる介護予防事業

　国民健康保険病院は、町内唯一の医療機関であ
り、へき地医療の中核を担っていることから、こ
れからも地域に密着した医療サービスを安定的・
継続的に提供できる医療体制の充実に努めてまい
ります。
　適切な医療を安定的に供給するため、医療ス
タッフの人材確保の処遇改善策を講じるととも
に、関係機関と連携して、サービスの充実や医師
スタッフ等の負担軽減を図ってまいります。
　病院整備については、平成10年の改築以降18年
が経過し、老朽化に伴う施設本体や空調設備等の
改修・修繕等を計画的に行うとともに、医療機器
類も必要に応じて更新してまいります。
　また、病院経営の安定化を図るために、平成27
年3月総務省から示された、「新公立病院改革ガ
イドライン」、北海道の地域医療構想に沿って策
定した、「新町立病院改革プラン（平成28年度～
32 年度）」を推進してまいります。
　このため、他の医療機関や介護福祉施設との連
携についても一層推進してまいります。

　国民健康保険事業については、次年度から道が
財政運営の責任主体となることから、本年度は保
険税に激変が生じないよう公平な負担を目指し
て、保険税の平準化等について検討してまいりま
す。
　後期高齢者医療制度については、北海道後期高
齢者医療広域連合と相互に協力しながら、適正な
役割分担のもと効率的かつ的確に　取り組みなが
ら、町民の窓口としてわかりやすく丁寧な対応と
円滑な制度の運用に努めてまいります。

▲生きがいづくり講演会 ▲ふれあい広場 健康まつり

健康づくりの充実

介護保険事業の充実

医療体制の充実

国民健康保険・後期高齢者医療の充実

を積極的に推進するとともに、各種介護サービス
の充実、質的向上に努めてまいります。また、介
護保険法改正に伴う介護予防・日常生活支援総合
事業について本年度中に整理し、利用しやすい介
護サービスの提供を図ってまいります。
　次年度からスタートする「第7期介護保険事業
計画」の策定の検討を実施してまいります。
　今後も介護保険事業計画に沿って、安定した事
業運営と町にあった「地域包括ケアシステム」を
推進してまいります。

　町道の整備については、昨年度着工した、はま
なす団地線は、本年度完了予定であり、防災の観
点からも大岸地区のさらなる安全施策の向上を
図ってまいります。
　維持補修については、橋梁の長寿命化対策およ
び道路の危険箇所の補修を計画的に実施し、生活
道路の安全確保に努めてまいります。
　除雪体制については、作業の安全確保、迅速か
つ丁寧な除雪に努めてまいります。また、除雪
ドーザ（14ｔ級）1台を更新してまいります。
　国道の整備については、老朽化をはじめ、水問
題など現況の課題解決に向けて、国道37号のチャ
ス隧道およびクリア隧道の早急の改修整備促進を
近隣の関係市町と連携し、引き続き強く国に要望
してまいります。

快適な道路の整備
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▲豊浦消防団秋期連合消防演習（豊浦小学校）▲「海の日」環境清掃

　簡易水道事業については、昨年度簡易水道事業
（市街・大岸・礼文華・大和）の統合認可を取得
いたしました。
　本年度は、アセットマネジメントを策定し、次
年度からの簡易水道施設更新事業に向け、既存施
設の維持管理等を実施し、安定した水の供給に努
めてまいります。
　生活排水対策については、下水道管渠内のカメ
ラ調査および簡易診断を継続実施するとともに、
その調査データを基に管渠の劣化状況や終末処理

施設の状況をデータベース化して、今後の更新へ
向けた準備をしてまいります。また、下水道未普
及地域については、合併処理浄化槽の整備普及に
引き続き取り組んでまいります。
　経営面については、水道下水道事業運営審議会
の答申を受け、大幅な値上げは控え、最低限の水
道・下水道料金の改定を予定しており、今後も経
費の節減と収入確保に努めてまいります。

　町営バス等の公共交通については、地域住民、
事業者、行政機関で構成する地域公共交通活性化
協議会と連携してサービスの向上に引き続き努め
てまいります。
　なお、町営バス礼文華線については、スクール
バスを改編し、生徒・一般客混乗で運行すること
とし、現行の4便から5便の運行体制を本年4月か
ら実施してまいります。また、マイクロバス１台
（29人乗り）を更新してまいります。

　防災については、毎年、津波を想定した防災訓
練を沿岸自治会を対象に実施しているところであ
ります。
　本年度においても引き続き、デジタル防災行政
無線や携帯電話のエリアメール等を活用するとと
もに、コミュニティFMラジオや避難所運営訓練
（炊き出し等）なども取り入れて実施できない
か、関係機関や自治会と協議し、連携して進めて
まいります。
　また、今年は有珠山が2000年に噴火してから
18年が経過することから、噴火を想定し、国、道
など関係機関と、1市3町合同の大規模な避難訓練
を実施する予定です。本町においては、ふるさと
ドームを洞爺湖町民の避難所として開設し、避難
者の受入れ誘導や炊き出し訓練が想定されており
ますので、実施においては、自治会等と協議し対
応してまいりたいと考えております。
　自治会自主防災組織の育成では、共助の仕組みを
構築するための活動や防災活動を行う上での必要な

　公営住宅整備については、「住生活基本計画」
および「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、高
齢化改善事業および老朽化した公営住宅の改修や
用途廃止等を引き続き実施してまいります。ま
た、昨年度実施設計を行った、高齢者型地域優良
賃貸住宅建設を実施し、安心・安全な住環境の整
備に努めてまいります。

　快適な生活環境対策については、ごみの減量
化、使用済小型家電製品をはじめとしたリサイク
ルの推進など、町民一人一人の環境保全と美化意
識の向上を引き続き図ってまいります。また、西
いぶり定住自立圏事業等により、ごみの不法投棄
防止策を推進してまいります。
　ペットの適切な飼育管理等については、広報紙
やホームページなどを活用して、町民意識の高揚
に努めてまいります。
　廃屋等については、対象を明確にし、その解体
撤去経費を引き続き助成するとともに、空き家・
空き地等に関する情報の提供や活用のための対策
に努めてまいります。

水道下水道の整備

公共交通対策の充実

防災・消防体制の充実

住環境の整備

環境衛生の充実

　道道の整備については、大岸礼文停車場線拡幅
事業の促進（平成32年度完成予定）等を要望して
まいります。
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▲月 2 回の小幌駅点検業務▲交通安全旗の波運動

　観光については、昨年度に引き続き、豊浦版Ｄ
ＭＯ（観光地域づくり推進法人）の組織化に向け
取り組みを推進するとともに、町民への理解度
アップを図り、組織づくりに向けて加速してまい
ります。　　
　また、小幌駅の存続については、昨年度に引き

　既存の公園施設等については、昨年度実施し
た、「各公園施設有効活用検討委員会」の結果を
踏まえ、適正な管理を行うとともに、有効活用を
検討してまいります。
　インディアン水車公園内の付帯利便施設につい
ては、農山漁村振興交付金を活用して改修事業を
行い、今後、フルシーズンを通して運営できる観
光施設としても活用し、産業の活性化、雇用の場
の確保、交流人口の増加に努めてまいります。
　また、礼文華森林公園の集会所トイレの洋式
化、課題である豊浦海浜公園キャンプ場のゴミ回
収の実施など、施設を整備することにより多くの
方に利用していただく環境を整え、入込数の増加
を目指してまいります。

経費に対して、引き続き支援してまいります。
　消防体制の整備については、「豊浦町消防事
業・施設整備10年計画」に基づき、計画的に整備
を行い、町民の安心確保を図ってまいります。ま
た、平成28年中に火災が5件発生しており、消防
における火災・防災活動のためのさらなる組織力
の強化や消防団員の活動および団員の確保に対
し、引き続き支援してまいります。

続き、町が駅業務の維持管理費用および人的協
力・支援の両面において負担し、1年間継続する
ことで、ＪＲ北海道と合意いたしました。
　このことからその管理に万全を尽くすととも
に、ジオパークの重要なジオサイトであります、
「小幌洞窟」を含めた小幌周辺を観光資源の核の
一つとして、カムイチャシ史蹟公園や「世界の
貝」などと「道の駅とようら」や「天然豊浦温泉
しおさい」を結び付け、点から線、そして面によ
る観光地域づくりに取り組んでまいります。
　観光プロモーション事業として、東京都で開催
される「町イチ！村イチ！2017」などに出展し、
ふるさと納税返礼品に使用している特産品の販
売とともに、観光PRを中心に行うほか、新たに
「秘境小幌フォトコンテスト」事業なども行い、
町を広くＰＲしてまいります。
　広域観光連携事業では、登別洞爺広域観光圏協
議会等の取り組みも活用しながら、町への誘客に
努めてまいります。また、観光客の動向やニーズ
に対応し、隣接エリアと連携しながら、新たな観
光の取り組みに向けた協議を進めてまいります。

　交通事故防止および犯罪防止については、交通
安全協会・防犯協会等の関係団体と連携し、旗の
波運動などを実施し、悲惨な交通事故防止、犯罪
の起こらない環境づくりに引き続き努めてまいり
ます。

　消費者保護については、昨年度設立いたしまし
た、町消費者被害防止ネットワークにより、お年
寄りを狙った悪質な振り込め詐欺や架空請求など
の被害が町民におよぶことのないよう、警察や金
融機関をはじめ、町内の関係機関と連携した取り
組みを推進してまいります。　　
　また、「消費生活モニター」から「消費者啓発
員」に名称を変更し、新たな啓発方法としてエイ
ド通信の配布、町内施設への掲示、ＳＮＳの活用
等の検討を行い、町民に対しての消費生活に関す
る啓発の取り組みを進めてまいります。

観光の振興

公園施設等の充実

交通安全・防犯対策の充実

消費者保護の充実

【基本目標3】
都市圏からの人の流入・移住促進に向けて、働きた
い、住んでみたい魅力あるまちづくりを実現する
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Ⅳ．むすびに

　移住・定住促進対策については、民間資金を活
用した賃貸共同住宅の建設を促進するため、本年
度から一般用アパート建設に加え、事業者等の社
宅についても助成を拡大するとともに、住宅建設
等助成金制度による持ち家奨励や町有住宅の有効
利用を行ってまいります。
　また、移住体験希望が多い町市街地に新たに移
住体験用住宅を整備するとともに、「空き家バン
ク」制度も運用してまいります。
　民間企業の誘致では、本年度から「企業立地促
進条例」の対象者要件を見直し、有効な情報発信
と併せてトップセールスによる誘致活動に取り組
んでまいります。
　町民の「起業」では、多くの利用実績から「起
業化促進条例」に基づき、引き続き支援してまい
ります。

　以上、平成29年度の町政執行に臨む私の所信を
申し上げました。
　人口減少への対応は、「待ったなし」の最重要
課題であります。
　町総合戦略5年計画の3年目を迎え、具体的施策
を実行する大切な1年でもあり、根拠なき楽観的
な考えではなく、危機感をもって、社会的人口減
少を極力抑えていかなければなりません。
　そのために町にある資源を最大限活用し、将来
を見据えた環境づくりと産業の振興を推し進め、
雇用の場と自主財源の確保を図り、「町民生活が
一番」を基軸として、安心して暮らせる活力ある
住み良いまちづくりにまい進してまいります。
　町議会議員の皆さま、町民の皆さまの一層のご
理解、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上
げます。

万全な対策を進めてまいります。
　人事評価制度については、制度の基本的な考え
方の理解をさらに深めるため、職員向け人事評価
研修を引き続き実施し、管理監督者および職員の
課題解決能力など資質の向上と職場の活性化を
図ってまいります。

　地域コミュニティの維持については、自治会活
動を支援するとともに、自治会と行政等が連携し
たまちづくりを推進してまいります。
　豊浦ふるさと会の皆さまには、町の応援団とし
て日々ご支援いただいており、毎年、東京で開催
される「東京豊浦会交流会」に町民の皆さまの参
加を公募し、その費用の一部を引き続き支援して
まいります。
　広聴・広報活動の充実については、広報紙や
ホームページの内容等の工夫により、わかりやす
い行政情報の提供に努めるとともに、町長自ら行
う、「郷土愛ふれあいトーク」や「出前ふれあい
トーク」は、町民の皆さまが主体的にまちづくり
に参加をいただく、「場」としてご利用いただ
き、その声を町政に反映してまいります。
　公共施設等の更新については、老朽化による更
新時期の到来や大規模災害への対応が必要となる
ことから、財政の厳しさを踏まえ、人口減少に応
じた計画的な更新、統廃合、長寿命化等の検討、
財政負担の軽減、平準化、新たな耐震化の目標を
設定し、「公共施設等総合管理計画」および「耐
震改修促進計画」等をもとに、公共施設等の総合
的かつ計画的な管理を推進してまいります。
　町が有する債権管理については、債権管理マ
ニュアルに基づき、債権の管理に関する事務処理
の適正化を図ってまいります。
　また、未使用の町有財産については、その有効
活用について調査検討を進めてまいります。
　ふるさと納税については、寄付金の使い道を明
確にするとともに、より魅力的な特典と継続的に
豊浦町を応援いただける仕組みづくりに引き続
き、関係機関と連携してまいります。
　マイナンバー制度については、自治体情報のセ
キュリティー対策とその運用について、引き続き

移住・定住、起業化、企業誘致の促進

町民参加と効率的な行財政運営の推進

　温室効果ガス削減に資する低炭素化について
は、子や孫をはじめ次代を担う町民のために、ま
た安心して暮らしていける環境づくりのために避
けては通れない責任ある行動をとらなければなら
ないものと考えております。このことから、平成
27年度に実施した「未利用資源等を活用した社会
システムイノベーション推進事業導入可能性調
査業務」の結果をもとに、収益性および基幹産業
の持続的な活動に効果的であり、併せて、地球温
暖化対策や循環型社会の形成に貢献できることか
ら、「バイオガスプラント整備事業」の整備を進
めてまいります。事業整備では、環境省の「再生
可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業」の
3か年事業計画の採択を受け、昨年度は設計業務
を実施し、本年度から2か年で工事施工し、平成
31年度の本格稼働を目指し、循環型まちづくり環
境の整備に努めてまいります。また、豊泉地区の
民間による大規模太陽光発電所の建設計画につい
ては、本年度4月着工、平成31年度に本格稼働が
予定されており、再生可能エネルギーを推進する
町にとっても大きな意味を持つものであると認識
しておりますので、今後も可能な範囲で支援して
まいります。

再生可能エネルギーの推進

【基本目標4】
エネルギーの地産地消・循環型地域を目指し、安心
して暮らせる自立・持続するまちづくりを実現する
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　平成29年豊浦町議会定例会3月会議の開催にあ
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。
　昨年12月に中央教育審議会から出された新学習
指導要領についての答申によりますと、これから
の社会においては、情報化やグローバル化といっ
た社会的変化が、人間の予測を超えた速さで進展
するであろうと述べられています。このように変
化が激しく将来の予測が困難な時代においても、
教育に求められているものは、子供たちが自信を
持って自分の人生を切り拓き、より良い社会を創
り出すための力を確実に育んでいくことであり
ます。そのためには、学校が社会や世界に向き合
い関わり合うなかで、多様な人々とつながりを持
ち学ぶことのできる環境づくりを整えることが重
要であります。そして、これからの子供たちが身
に付けるべき資質を地域の方と共有し、地域の人
材や環境、さらには産業などと連携を図り、それ
らを教育活動に取り入れる「社会に開かれた教育課
程」をつくることが求められています。
　また、社会教育においては、生涯学習社会の実
現を標榜し、町民が生きがいを求めて活動する地
域づくりの促進や生活化を目指した生涯スポーツ
の推進及び芸術文化活動の振興に努めるとした 5
カ年の社会教育中期計画に沿い取組を進めている
ところであります。しかしながら、本年度が最終
年度となっており、この間の推進事項の達成状況
などを検証し、同じく最終年度となる教育振興基
本計画とともに新たな社会教育中期計画を策定し
てまいります。
　以下、重点施策について申し上げます。

１．学校教育の充実について
　学校教育については、子供たち一人一人が学ぶ
楽しさを知るとともに、学ぶ意欲を持ち、自ら学
ぶ力や考える力など、社会を切り拓く力をバラン
スよく身に付け、変化の激しい時代を生き抜いて

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．重点施策の展開

平成29年度 教育行政執行方針

豊浦町教育委員会教育長　佐々木　浩治

子ども達が自信を持って自分の人生を切り拓き、
より良い社会を創り出すための力を学ぶ環境づくり

いくための「生きる力」を育む教育に取り組んでま
いります。
　本町における子供たちの基礎的な学力について
は、昨年の全国学力・学習状況調査を見るならば、
小学校では算数Ａ、中学校では数学Ａが全国・全
道平均を上回っているものの、国語ＡＢ、算数数
学ＡＢの 4教科平均では、小学校・中学校とも全
道平均と同様となっています。このことについて
は、各学校が取り組んでいる日常の授業実践の改
善のほか、本町の特色ある教育活動として取り組
んでおります小中一貫教育などの取組の成果であ
り、今後におきましても、これらの取組を継続し
て行うとともに、習熟度別少人数指導や一つの
クラスに複数の教員を配置して授業を行うティー
ム・ティーチングなど、個別指導の充実に努めて
まいります。また、補充学習の充実については、
町内各学校とも放課後学習や長期休業中の実施に
取り組んでおり、子供たちに「わかる喜び」を実感
させ、意欲を持って学習に取り組んでいけるよう
支援してまいります。
　特別支援教育については、教育支援委員会にお
ける適切な就学支援により町内各学校において特
別支援学級が設置されているところであります。
特別な配慮や支援を必要とする子供たちに対しま
しては、その子供の実態に応じた適切な指導や支
援に早期から取り組むことが必要であり、その能
力や可能性を伸ばし、自立させるとともに社会参
加ができるようにすることが重要であります。そ
のためには、特別支援教育に関わる教員一人一人
の資質を高めるために研修の機会を設けるととも
に、関係する学校や福祉・医療等の関係機関との
連携を深め、継続した特別支援教育の充実に努め
てまいります。

２．豊かな心と健やかな体の育成
　子供たちを取り巻く環境が大きく変わり価値観
が多様化する中で、子供たちに規範意識や公徳心、
自他の生命や人権を尊重する心、そして、思いや
りの心や自然を愛する心などを育てるためには、
家庭や学校、地域社会が連携して子供たちの成長
を支えていくことが重要であります。
　一昨年に豊浦町、そして豊浦町議会は、戦後70
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年を節目として「非核・平和の町宣言」を決議いた
しました。教育の原則である教育基本法の第一条
教育の目的では、平和で民主的な国家の形成者と
しての育成を謳い、第二条教育の目標では、他国
を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度
を養うことを求めております。これらのことを踏
まえ、教育委員会といたしましても、より一層平
和教育の推進にあたらねばならないと考え、本年
度から豊浦中学校の修学旅行の見学地を学校と協
議の上、広島・大阪方面といたしました。広島を
訪問し、平和について考えることは、世界で唯一
の被爆国である日本人として大切なことであると
ともに、今日の社会問題ともなっているいじめ問
題などにもつながる人権学習や国際理解教育を学
ぶことができる意義ある学習機会になるものと考
えております。
　本町においては、従来から開かれた学校づくり
を目指し、地域の人材や教育資源を活用した教育
活動が行われ、子供たちにとっても郷土を知る貴
重な学習機会であると同時に、学校においても学
校だけでは取り組めない教育活動を提供できるな
ど、子供たちの豊かな教育環境づくりに大きな成
果を上げてきました。これらをより効果的そして
持続的な取組とするためにも、学校と地域が一体
となって子供たちを育てていく組織づくりが必要
であると考え、本年度から町内の各学校をコミュ
ニティ・スクールに指定し、学校運営協議会を設
置して「地域とともにある学校づくり」を推進して
まいります。この学校運営協議会を母体として、
より多くの地域住民の方が学校と関わりを持ち、
今まで以上に教育環境を整え、子供たちの健全な
成長が図られますよう取り組んでまいります。
　学校給食については、これまで学校給食セン
ターに保護者の方が給食費を納入し、給食セン
ターが業者へ食材費の支払いを行うという私会計
方式を実施してまいりました。しかしながら、こ
の私会計方式については、会計処理に問題が生じ
た際の責任の明確化や未納者が出た場合の不公平
感などいくつかの問題があり、総務省からの指摘
でも町の歳入・歳出とする公会計への移行が求め
られてきました。これらを受けまして本町では、
本年度の 4月から学校給食費の公会計化を導入し、

▲噴火湾産ホタテ貝を使用したホタテカレーの給食 ▲小・中学生マラソン大会

子供たちに安心して給食が提供できますよう努め
てまいります。
　本町における子供たちの体力については、小学
校5年生と中学校2年生を対象といたしました平
成28年度の全国体力・運動能力等の調査によりま
すと、体力合計点では小学校・中学校の男女とも
全国平均を上回る好成績となりました。実施種目
については、小・中学校とも 8種目でありますが、
小学校では男子が 6種目、女子が 7種目で全国を
上回り、中学校では男女とも 4種目が全国を上回
る成績となっております。この結果については、
町内の各学校が体育の授業だけではなく、町内マ
ラソン記録会に向けた日々の練習や縄跳びなどの
体力づくりを積極的に行っている成果が表れてい
るものと考えておりますので、これらの取組をさ
らに継続していけますよう支援してまいります。

３．社会教育の推進について
　町民が心豊かで生きがいのある生活を送るため
には、生涯学習に対しての幅広いニーズに応える
学習機会の提供や発表の場の拡充を図るなど、そ
の成果を生かせる環境づくりが必要であります。
これらを充実させるため、本年度は町部局との連
携を図り、より多くの町民が参加できる公民館講
座を数多く実施するとともに、各種関係団体との
連携を深め、地域住民が望む社会教育事業の充実
に努めてまいります。
　青少年教育については、本町の子供たちの放課
後の状況といたしまして、スポーツ少年団で活動
している子、学童保育に行っている子、特に何も
していない子などが見られます。この放課後活動
を充実するために、27年度から実施していまし
た「ジュニアスポーツ教室」の拡充を図り、町内の
希望する小学生が誰でも参加できる「放課後子供教
室」を新たに実施し、放課後や週末の子供たちの
活動を支援してまいります。
　高齢者教育については、高齢化率が高まる本町
といたしまして、重視して取り組まなければなら
ない活動と考えております。特に、最近話題となっ
ている老後の暮らしや防犯問題については、高齢
者の生活課題ともなっており、学習機会の拡充に
努めてまいります。また、高齢者の経験や知識、
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Ⅲ．むすびに

▲総合文化祭芸能発表 ▲豊浦中学校体育大会

さらには「とようら大学」などで学んだ成果を地域
社会で活かすため、「総合文化祭」や認定こども園、
小学校との交流の場などで取り組んでまいりま
す。
　芸術文化活動については、人々の生活に潤いを
与え、心の豊かさを育てるものであります。本年
度におきましても、保育所や認定こども園、そし
て町内の各学校の児童生徒を対象とした「芸術鑑賞
会」を実施するとともに、新たに町民を対象とす
る「芸術鑑賞会」を開催いたします。また、日頃か
ら文化活動に取り組んでいる方々の発表の場とし
て、「公民館まつり」や町文化団体協議会と共催し
て行う「総合文化祭」を開催するなど、各種文化団
体への活動を支援してまいります。
　図書活動については、平成26年度に策定いた
しました「豊浦町子ども読書活動推進計画」に基づ
き、家庭・地域・学校における子供の読書活動の
推進に努めるとともに、地域の情報センターとし
ての図書室の整備・充実に努めてまいります。ま
た、長年懸案となっておりました図書室の貸出方
法が利用者カード方式となり、読んだ本が他の人
に知られないようにするなど、プライバシーが守
られることになりましたので、このことを広く周
知するとともに、この機会により多くの方が図書
室を利用されるよう情報の発信に努めてまいりま
す。
　スポーツ活動については、町民の方が健康で充
実した生活を営むとともに地域づくりや仲間づく
りには欠かせない活動であり、日常的にスポーツ
に取り組むことのできる環境づくりが必要であり
ます。そのため、健康・体力づくりに必要な意識
啓発を図るとともに、体育協会等と連携した各種
スポーツ大会やレクリェーション活動の拡充に努
めてまいります。また、日頃スポーツ活動に取り
組めない方々に対しても地域スポーツの振興を図
るため、地域に合った学校体育施設の開放事業に
努めてまいります。

４．施設・設備等の充実について
　施設・設備等の整備については、以前から要望
のありました豊浦中学校のグラウンド改修に国の
補助金が採択されましたので、暗渠による排水整
備と客土による土の入れ替えを行い、グラウンド
の質的向上を図ってまいります。また、学校給食
センターの設備については、年次計画に基づき設
備の更新を行っているところでありますが、本年
度は排水処理施設のドラムフィルターと消毒保管
機の更新を行うとともに、衛生面で保健所から改
善指導がありましたトイレの改修事業を行い、子
供たちにより安全・安心な学校給食の提供に努め
てまいります。

　以上、本年度の教育行政の執行に関する主要な
方針について申し上げました。教育委員会といた
しましては、町民の皆様の期待に応えるため、よ
り一層町をはじめ、学校、関係機関・団体等との
連携を図りながら、学校教育の充実に努めるとと
もに、社会教育の充実に向けて取組を推進してま
いります。
　結びとなりますが、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申し上げ、平成29年
度教育行政執行方針といたします。
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　平成29年度の一般会計予算総額は、58億2,900万円で、前年度より 10億1,900万円、21.2% の増額とな
りました。
一般会計と特別会計を合わせた予算総額は、86億9,620万円で、前年度より 10億157万円、13.0% の増額
となっています。
　「町民生活が一番」を基軸として「活力ある住みよいまちづくり」「産業の潤うまちづくり」「子どもたちが
胸を張って誇れるまちづくり」に向けた予算編成を目指しました。

一般会計 ※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。

総務費
10億 4,718 万円

歳入総額　58億 2,900万円 歳出総額　58億 2,900万円

民生費
10億 7,714 万円

衛生費
7億 3,620 万円

農林水産業費
4億 6,928 万円

商工費
1億 3,159 万円

土木費
7億 1,318 万円

教育費
1億 7,578 万円

公債費
6億 3,384 万円

給与費
5億 8,684 万円

その他
2億 5,797 万円

町　税
3億 7,727 万円

地方交付税
22億 2,000 万円

国・道支出金
8億 3,147 万円

町債（地方債）
9億 6,180 万円

繰入金
5億 1,735 万円

その他
9億 2,110 万円

選挙や施設管理、防災、
広報紙発行等の経費

住民税、固定資産税、
軽自動車税、たばこ税等の税金

使用料や手数料、財産収入、
寄付金等

町の借金で償還が 2 年以上
にわたるもの

全国の自治体が同水準の行
政を進められるよう財政運
営の均衡を取るために国か
ら交付されるお金

国や道が認めた特定の事務
事業の実施に当たって国や
道から交付されるお金

積立金（基金）の取り崩し金

障がい者福祉や児童手当、
医療費助成、保育所等の経費

環境衛生や火葬場、
ごみ処理、し尿処理等の経費

農業委員会や農業振興、
林業振興、水産振興等の経費

商工振興や観光、まちなみ整
備、施設の管理委託等の経費

道路や河川、住宅等の管理
および整備等の経費

教育委員会や小・中学校、
公民館、体育施設等の経費

借りたお金の元金、利子等
を支払うための経費

町職員の給料等の経費

消防費、災害復旧費、予備費

一般会計予算は

58億2,900万円
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　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、町議会の審議を経
て、条例で定められています。
　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28年4月1日現在次のとおりです。

ラスパイレス指数：95.7
①町職員の給与状況（平成29年度一般会計予算）
　職員数：77人（平均年齢40.5歳）
　給与費：4億1,579万円
　職員１人当たりの年間給与費：540万円
※町長等特別職および職員に係る共済費、負担金等
　は含みません。

②職員の初任給（平成29年4月1日現在）
職　種 高校卒 短大卒 大学卒

行政職 146,100 円 158,800 円 178,200 円

※初任給は、国の基準と同じ

③期末手当・勤勉手当（平成29年4月1日現在）
支給月 期末手当 勤勉手当 合　計

 6 月 1.225 月分 0.850 月分 2.075 月分

12 月 1.375 月分 0.850 月分 2.225 月分

計 2.600 月分 1.700 月分 4.300 月分

※期末・勤勉率は、国の基準と同じ

町職員給与の状況を公表します

特別会計 ※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。

0【単位：億円】 2 4 6 8 10

H29　7億 1,054 万円

H28　7億 1,392 万円

国民健康保険病院

総合保健福祉施設

介護保険

後期高齢者保健

国民健康保険

公共下水道

簡易水道

国民健康保険病院

総合保健福祉施設

介護保険

後期高齢者保健

国民健康保険

公共下水道

簡易水道 H29　1億 8,648 万円

H28　2億 1,380 万円

H29　2億 9,526 万円

H28　2億 7,911 万円

H29　1億 3,910 万円

H28　1億 3,791 万円

H29　5億 3,355 万円

H28　5億 4,652 万円

H29　2億 7,428 万円

H28　2億 7,532 万円

H29　7億 2,800 万円

H28　7億 1,807 万円

H29　1億 8,648 万円

H28　2億 1,380 万円

H29　2億 9,526 万円

H28　2億 7,911 万円

H29　7億 1,054 万円

H28　7億 1,392 万円

H29　1億 3,910 万円

H28　1億 3,791 万円

H29　5億 3,355 万円

H28　5億 4,652 万円

H29　2億 7,428 万円

H28　2億 7,532 万円

H29　7億 2,800 万円

H28　7億 1,807 万円
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　畜産・養殖残渣などのバイオマスをはじめとす
る未利用資源を活用し、熱電供給システムを構築
し、低炭素社会の構築と産業の活性化を促進する。

予算額　6億6,219万円

　大岸保育所新築工事を行うことにより、安全性
の確保と地域の児童のより良い保育環境の整備を
行う。

予算額　3億111万円

重点事業 ※当初予算に計上した重点事業について、ご紹介します。

総 務 費

バイオガスプラント整備事業 大岸保育所新築工事

民 生 費

予算額　7,277万円

　ピンセッターとピンアウター、稚貝選別機を導
入することで、ホタテ養殖作業に係る耳吊り作業
時間の短縮と出荷作業の効率化を図り、漁業経営
の向上を図る。

ホタテ養殖作業機器整備事業

　安心・安全な住環境の整備を行い、独居高齢者
の孤立を防止することを目的とし、福祉と一体と
なった管理を行う住宅を整備する。

予算額　2億7,431万円

土 木 費

地域優良賃貸住宅建設事業

農林水産業費

平成29年度 今年のまちづくり平成29年度 今年のまちづくり平成29年度 今年のまちづくり

現在の大岸保育所

建設予定地（旭町・消防署向かい）
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　6次産業化の先行事業として、通年稼働型の厨房機能
を備えた総合的複合施設「地場産品加工研修センター」を
整備し、本町における一次産品の付加価値を高めると
ともに、地域特産品の開発およびPR を行うことによ
り、産業の活性化と雇用の場の提供を行い、交流人口
や移住、定住人口を確保する。

　本町の産業のあり方を検討する多様な主体から
組織される地域産業連携協議会での議論を踏まえ
ながら、廃校を活用した地域産業連携拠点を整備
し、また、拠点を運営する地域共同事業体を設立
する。

農林水産業費 総 務 費

豊浦町インディアン水車公園
「地場産品加工研修センター」設置事業 豊浦町型地域産業連携拠点化事業

予算額	 5,378万円 予算額	 4,529万円

　町立の小中学校に通学する児童の保護者を対象
に、給食費の 1/2を助成し、保護者の経済的負担
を軽減することにより、子育て支援の推進を図る
ことができる。

　基幹産業であるホタテ貝のオーナーになっても
らい、ホタテの耳吊り作業を体験してもらうなど、
ホタテ貝の消費拡大を図るとともに、豊浦町をPR
する。

民 生 費

農林水産業費

学校給食費負担軽減給付事業

ホタテオーナー制度実証事業

予算額	 568万円

予算額	 182万円

　選別庫の新設や貯蔵庫の改修等を行い、需要に
合った選別・貯蔵体制を整備し、馬鈴薯作付面積
の拡大、品質の向上を図ることで、単価向上およ
び販売契約取引の増加へつなげ、生産者所得の向
上を図る。

　町制施行70周年を記念し、町の貴重な古い映像・
写真、現在の様子を織り交ぜながら歴史・変遷を
振り返り、町民の皆さんにあらためて町の魅力を
再認識してもらい、町外者には、豊浦町の良さを
PR し、幅広い年齢層に発信する。

農林水産業費

総 務 費

強い農業づくり事業

町制施行70周年記念（映像作成）事業

予算額	 1,452万円

予算額	 500万円

旧大岸鉱山分校
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　町では、事業を始める人を対象に 2 つの支援メニューを用意して
います。

起業して
事業を始めます という場合は起業化促進条例で応援します！

起業とは？
新規に事業を開始すること
新規分野で事業を開始すること
町外から事業所を移転してくること

対 象 者

補助金額

条　　件

豊浦町に事業所をつくる方（団体含む）

対象経費の半額（200万円以内）

・他企業の実質的支配下にないこと
・他の助成を受けていないこと
・町税その他、町への債務の遅延が無いこと

新しく事業所を
新設したい という場合は企業立地促進条例で応援します！

企業立地とは？
豊浦町内に既設の事業所が無く、
事業所を新設すること

固定資産税の５０％相当額を3年間奨励金として助成

・新設のための評価額が3,000万円以上であること
・従業員が3人以上であること

……

……

……

補助金額

条　　件 ……

……

詳しくは総務課企画財政

防災係までお尋ねください。

詳しくは総務課企画財政

防災係までお尋ねください。 問　総務課 企画財政防災係
☎ 0142-83-1417　FAX 0142-83-2938

豊浦町は
事業を始める人を
応援します !!

豊浦町は
事業を始める人を
応援します !!

豊浦町は
事業を始める人を
応援します !!

豊浦町は
事業を始める人を
応援します !!


