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１．平成２７年度 町政執行方針 

 
はじめに 

平成２７年第５回定例会にあたり、本年度の町政執行に関し、私の基本的な考え

方を申し上げ、町議会議員各位並びに町民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し

上げます。 

先の統一地方選挙におきましては、未来に向けた美瑛町のまちづくりと行政運営

についての私の思いを訴えさせていただき、町民の皆さまからのご支援をいただい

て５期目となる町政執行の任に就かせていただきましたことに対し、心より感謝を

申し上げますとともに、町民の皆さまから数多くのご意見を伺うことができ、急速

に進む少子高齢化やグローバル化といった時代背景の下で、これまで先人、先輩各

位がつくり上げてきました「丘のまちびえい」の町政の舵を執る、その職責の重さ

を改めて痛感し、「町民福祉の充実」と「町の発展」に尽くすべく初心を貫いて行

く覚悟と思いを強くしたところであります。 

これまでの４期１６年間の町政運営の経験を生かし、基本理念であります人づく

りと開かれた行政、町民の皆さまの参画と協働を礎とし、みどり豊かで美しい「丘

のまちびえい」の発展にさらに全力で取り組んでまいる所存でありますので、今後

ともご指導、ご支援をいただきますようお願い申し上げます。 

さて、わが国においては、自公民与党政権が安定的多数を確保する中、税や社会

保障をはじめとする制度の見直しや沖縄基地及び原発への対応、戦後日本を大きく

変えようとする改憲や安保外交問題、今後ＴＰＰ交渉が大詰めを迎えていく中、喫

緊する様々な重要課題の山積に対し、国民が理解し得る適確な解決策を見いだせて

おらず、我々の政治的意思が大きく問われる状況にあります。 

また、経済においては、安倍政権の政策の要として日銀による「無制限の金融緩

和」を行ったことにより、徐々に円安効果が現れ、日経平均株価が１５年ぶりに２

万円台を回復するなど、日本企業の業績改善への期待感も高まっておりますが、国

内においては、昨年４月からの消費税増税による影響から家計消費は伸び悩みが続

いており、食用品などでは輸入価格の上昇による物価の高騰も始まっており、海外

観光客の増加や訪日ビザ緩和に伴う中国人による日本製品の大量消費があるもの

の、依然として国内各地における景気回復には紆余曲折が見込まれております。 

これらを背景として政治が打ち出す施策は、国民の生活に大きく影響を及ぼして

いるところであり、失業率や雇用情勢は幾分回復傾向にありますが、一方でパート

や派遣職員などの非正規雇用者が増え続けており、格差が拡大する国民の暮らしに



 - 2 - 

対しアベノミクス効果が浸透するにはまだまだ不透明なところであります。 

このような状況の中で、美瑛町の運営においては、住民の皆様の安心安全な生活

を守ることを第一義とし、刻々と変化する社会経済情勢や国政の動向を注視し、幅

広い視野を持って将来を見据えると同時に、これまでのまちづくりの成果を土台と

して、地域にとって適切な政策を複合的、多角的に展開し、丘のまちびえいの発展

のため全力を尽くしてまいります。 

 

町政に臨む基本姿勢について 

明治２７年兵庫県人小林直三郎がうっそうと広がる原始林を切り拓き入植した

のが美瑛町の始まりであり、その後、次々と入植した開拓者たちは、幾多の自然災

害や十勝岳の噴火などの困難を乗り越えて、崇高な精神力を養いながら今日の本町

の発展を築いて来られました。今、私たちはその先人たちの精神を引き継いで、将

来にわたって魅力ある美しい地域であり続けられる「丘のまちびえい」を創造させ

ていかなければなりません。 

国内では、類のない特徴ある丘陵大地を中心に展開している農林業は、その生産

活動の結晶として創造された今日の美しい丘に広がる農村景観が多くの皆さまに

愛され、夢と安らぎを与えており、観光とともに美瑛町への移住者の方々を受け入

れる要となっております。 

これからの美瑛町の振興に向けて、新規就農者を含めた担い手の育成への支援策

や将来にわたって安心して経営が行えるよう、営農環境整備を講じるとともに、丘

のまちの知名度を生かした「美瑛ブランド」や「日本で最も美しい村」連合の普及

活動等と相乗して発展させたいと考えており、また、町の歴史的な営みから発展し

た景観を共有の資源として町の整備を見据え、農林業と商工業、観光業とが融和さ

れ、さらに調和と連携をもって積極的に地域振興の取り組みを進めてまいります。 

本町で暮らす皆さんが健康で安心して暮らしていけるために、地域内でお互いに

支え合える保健・福祉や医療基盤の充実を図り、子育て支援事業、高齢者や支援が

必要な方への環境整備と支援事業を一層推進してまいります。 

十勝岳連峰の雄大な自然と豊かな地域資源を活かし、これらを守り育てていくこ

とが、本町の将来にわたる持続可能なまちづくりのために重要な要素と考えており

ます。このため、北海道大学や企業などとの連携をさらに推進し、観光振興や人材

育成、文化・スポーツの振興に取り組んでまいります。 

人口減少や少子高齢化など人口減少社会に対応する地方版総合戦略やまちづく

り総合計画の策定を進めるにあたっては、まちづくりの主体である町民の皆さまと
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の対話と協働を基調とし、関係団体等からの意見をいただきながら作成してまいり

ます。さらには、産業の振興、介護医療の拡充、教育環境の向上や社会資本などの

生活、基盤整備の充実をはじめ、移住定住推進策や若い方々が安心して子育てがで

きる環境を築き、町民一人ひとりが豊かさを実感し、いつまでも暮らし続けること

ができる地域社会の実現に努めてまいります。 

今後も、常に長期的な展望を持ち、内外における諸情勢に柔軟に対応しながら、

町民の皆さまにとっての「日本で最も美しい村」として、いつまでも輝き続けられ

るまちづくりを進めてまいります。 

 

主要な施策の具体的な推進方策について 

以下、平成２７年度の町政の各分野にわたる主要な施策の具体的な推進方策につ

いて、次のとおり申し上げます。 

 

第１ 元気のある産業経済のために 

地域経済の発展と活力あるまちづくりを推進するために、基幹産業である農業と

観光、商工業などの各産業がそれぞれ地域の特性を活かした活力ある産業振興基盤

の形成に努めてまいります。 

国は平成２７年４月、新たに「食料・農業・農村基本計画」を策定し、今後１０

年間の基本方針を打ち出した一方で、ＴＰＰに代表される自由貿易協定への協議参

加など、重大な局面を迎えております。 

本町では、農協をはじめ美瑛町農業振興機構等関係機関との連携を一層強化し、

トマト増反による産地化を目指すための共同育苗施設整備事業や規模拡大経営の

推進による新たな主力作物としての加工向玉ねぎの新規増反に対する支援、施設野

菜などの増反や農業従事者の高齢化による、働き手不足に対応すべく農業労務確保

対策事業などに取り組むとともに、有機栽培や農薬・化学肥料低減などの環境保全

型農業直接支払交付金事業などに取り組んでまいります。また、資源リサイクルの

推進として、下水道汚泥を堆肥化し、農地へ活用する実証試験への取り組みである

循環型社会システム構築事業や新規就農者がより実践的な研修を受けられるため

の施設の基本計画を、新規就農者技術習得管理施設整備事業で行います。 

素晴らしい農村景観の中で、安全で美味しい農畜産物の生産を基本とし、消費者

の皆さまからの期待と信頼に応えられるよう、関係機関が連携し「美瑛ブランド」

の確立を積極的に取り組みます。特に昨年度から立ち上げた「美瑛米」については、

安定生産と高品質米への取り組みを支援するため、町独自の施策として米生産安定



 - 4 - 

支援対策事業を実施します。さらに、美瑛産食材を活用し、提供するなど都市と農

村の交流や地域住民の食育活動の取り組みを引き続き支援してまいります。 

また、中山間地域等直接支払制度等を活用し、各種支援策等を進め、経営体質の

強化を図り、たくましい農業の確立に取り組んでまいります。 

畜産業については、食品の安全に対する消費者の意識が高まる中、草地畜産基盤

整備事業により自給粗飼料を増産し、生産者や関係団体と飼養衛生基準を遵守した

防疫強化を行いながら、高品質な畜産物づくりを進めてまいります。 

生産基盤整備、朗根内地区の経営体育成総合整備事業などを継続して実施すると

ともに、国から施設管理を受託している、しろがねダムを基幹水利施設管理事業な

どにより適切に管理し、生産性の向上を図ってまいります。また、しろかねダム維

持管理費の軽減を目的とした再生可能エネルギー活用の試みとして、しろがねダム

導水路を利用した小水力発電の検討を行います。 

さらに、地域住民が主体となって取り組む多面的機能支払交付金への支援を行い、

農業・農村の多面的機能の維持、増進を図り、農村環境の良好な保全を図ってまい

ります。 

森林・林業では、公的補助である森林環境保全整備事業や未来につなぐ森づくり

推進事業を活用し、適正な町有林の整備を進めます。美瑛町森林整備計画を基本に

主伐や間伐、造林事業を計画的に進めるとともに、森林組合などの関係機関と連携

し、今後予想される木材需要の増加に適確に対応できるよう、民有林の整備を進め

豊かな森づくりに努めてまいります。 

商工業の振興につきましては、中小企業とりわけ小規模事業者に向けた、国の新

たな小規模企業振興法の制定に基づく経営基盤の強化や人材育成、また、地方創生

緊急経済対策を活用した、商工会との連携による消費喚起を進めてまいります。 

中心市街地の賑わいづくりとしては、１１年目を迎える地域資源活用総合交流促

進施設「ふれあい館ラヴニール」や今年度完成する活性化交流施設「丘のまち交流

館ビ．エール」を整備し、子どもから高齢者の交流の場や休憩、滞留の場を提供す

るとともに、地域の芸術文化や食を発信し、中心市街地への交流人口増加や交流促

進を図ってまいります。 

厳しい環境が続く雇用については、通年雇用に向けた支援の強化や地域経済の循

環を期待しながら、雇用の確保と経済活性化に努めます。 

「丘のまちびえい活性化協会」は、行政と農林業、商工業、観光業が相互に連携

し、地域価値を高めるための美瑛ブランド（ビエイティフル）製品を認定し、その

確立を図るとともに、地域資源を活用した取り組みなど六次産業化の推進及び各種
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事業の実施により、地域産業の振興と地域経済の発展に向けて取り組んでまいりま

す。 

観光については、昨年度に観光客の入込数は過去最高水準となり、宿泊客につい

ても上昇傾向にあります。良質な温泉が癒しの場として魅力となっている白金温泉

をはじめ、美瑛町の四季を通して魅力ある観光地としての情報を、これまで以上に

発信し、観光協会や関係機関と連携し、「丘のまちびえい」の素晴らしさを国内外

へアピールして行くとともに、訪れる観光客へのサービスの向上や丘を観賞する際

のマナー対策についても積極的に取り組んでまいります。 

また、北海道大学と連携し、今後の本町観光の基本計画策定に取り組んでまいり

ます。十勝岳山麓ジオパークについては、上富良野町と連携し、全日本への早期認

定に向けて推進するとともに、青い池に隣接しているクレー射撃場を新たな観光資

源として、旧シベリアタイガーパーク跡地に整備するなど、白金地区全体の観光振

興について新たな段階に向けての見直しを行ってまいります。 

さらには、花人街道連携協議会や富良野美瑛広域観光推進協議会等と連携し、マ

スメディアや旅行会社へのＰＲと情報発信などに積極的に取り組み、また、観光庁

が策定を進めている「広域観光周遊ルート」の認定に向けても連携を図ってまいり

ます。 

イベントにつきましては、四季に応じた特色ある展開を進め、一層魅力ある運営

に努めてまいります。本町のイベントは、多くのボランティアのご協力のうえに成

り立っており、町民の皆さまをはじめ、多くの関係者の皆さまに感謝申し上げ、今

後ともご支援をいただきながら発展させてまいります。 

 

第２ 思いやりのある社会福祉のために 

少子高齢化が進行する中、住み慣れたまちにいつまでも住み続けたいと思えるこ

とができるよう、保健・福祉・医療全般にわたる施策の充実を図ることが求められ

ております。特に若い世代が安心して子どもを育てられる環境づくり、高齢者や障

がい者の方々が健康で生きがいを持って暮らせる環境づくりを進めてまいります。 

子育て支援では、子どもの健やかな育ちと保護者の子育てを社会全体で支援する

環境を整備することを目的に、昨年度策定した「子ども・子育て支援事業計画」に

基づき、子育て環境の支援・充実を推進いたします。 

保育所や子ども支援センターでは、地域の保育ニーズの把握に努め、保育内容や

保育環境の充実を図るとともに、子育てに関する相談支援の充実に努めます。また、

地域の資源などを活用した親子交流の場の提供や子育て関連情報の提供などに取
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り組んでまいります。 

現在の保育センターは、建設後２０年が経過し、保育ニーズの変化に伴い、乳児

や低年齢児童の保育室や相談室などが不足している状況にあるため、保育、子育て

支援環境の充実に向けた施設の在り方について検討してまいります。 

また、子育て世帯の医療費負担軽減のため、乳幼児から中学生までの入院、通院

にかかる医療費の全額助成を引き続き実施してまいります。 

さらに、妊婦健診の公費助成をはじめ、保健センターにおける母子健康相談、健

診、育児教室など、妊娠から出産、育児に至るまで一貫した体制のもと、母子の健

康増進に努めるとともに、乳幼児の発達や栄養など、保護者の方々の不安や悩みに

対処するため、「子どもノート」の配布や乳児家庭の全戸訪問、養育支援訪問など

を通して安心して子どもを生み育てられる環境をより充実させてまいります。 

高齢者福祉については、昨年度策定した本町の「高齢者福祉計画」及び大雪地区

広域連合の「第６期介護保険事業計画」に基づき、介護サービスや介護予防事業の

推進に努めるとともに、高齢者の社会参加機会の促進、生きがいづくりの場を提供

してまいります。 

本町における高齢化は急速に進んでおり、高齢化率、介護認定率ともに、全道平

均を上回り、介護保険負担の増加などが課題となっていることから、訪問型介護予

防事業として、新たに介護認定率が急に増加する直前の年代である７５歳から７９

歳の生活習慣病の複数疾患治療中の方などを対象に、保健師による服薬管理、生活

習慣等の相談支援や保健指導を行い、介護予防に努めてまいります。 

また、福祉バスの有効活用や高齢者団体活動への支援、生きがいデイサービス事

業など高齢者の社会参加の推進と生きがいづくりの場の提供を進めてまいります。 

障がい者福祉につきましては、「第４期美瑛町障がい福祉計画」などに基づき、

支援を必要とする方への相談体制の充実を図るとともに、障がい者が自立した地域

生活を送れるよう、各種福祉サービスの提供と障がい者の社会参加の促進に努めて

まいります。また、関係機関と連携し、障がい者の自立の促進に向けて町内事業所

での就労支援等に取り組んでまいります。 

健康づくりにつきましては、健康づくりの第一歩は健診からを柱とした「びえい

Ｋ・Ｕ（健診受けよう）運動」の定着化を図り、特定健診の受診率の向上を図ると

ともに、本年度から平成２９年度までを第１期として策定した「データヘルス計画」

に基づき、よりきめの細かい健康相談、個別支援の充実に努め生活習慣病の発症予

防と重症化予防を進めてまいります。 

がんの予防及び早期発見の推進につきましては、がん検診の必要性をより広く浸
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透させるための啓発活動や節目年齢の方を対象とした乳がん、子宮頸がん検診及び

大腸がん検診の無料クーポン券の交付による受診勧奨を行うなど、がん検診推進事

業を引き続き実施してまいります。 

医療は、町民の皆さまが豊かな暮らしを送るうえで不可欠であり、町立病院は、

地域の中核的な医療機関として大きな役割を担っております。 

その運営については、引き続く医師の不足や消費税法の改正、診療報酬の引き下

げ改定など、運営を取り巻く環境は決して楽観できる状況にはありませんが、地域

医療の確保や医療水準の維持、向上を図るとともに、患者中心の医療の確立や健全

経営の確保を基本方針としながら、旭川医科大学をはじめ、札幌医科大学、東海大

学や各医療機関などとの連携によって、医師などの確保による安定的な医療の提供

に努め、本年度では、高齢者等の長期入院患者に対応できるよう一般病床のうち一

部を療養病床へと転換し、新たな病棟編成を実施していくなど町民の皆さまに幅広

い治療環境が提供できるよう、町民の期待に応えられる病院づくりを進めるととも

に、安定的な経営体制の確立を目指してまいります。 

 

第３ 活きいきとした暮らしづくりのために 

町民の皆さまが快適で安心して暮らせるためには、道路や上下水道などの生活基

盤の充実が必要不可欠であります。本町の誇る豊かな自然や素晴らしい景観との調

和を図りながら、本町に合った道路づくりを図り、町民の皆さまが活きいきと暮ら

すことができる社会資本整備を計画的に進めてまいります。 

暮らしを支える町道の整備については、朗根内上俵真布線など８路線の整備を継

続して行うとともに、新たに町民の利用や観光等で交通量が多い旭美瑛線の整備を

行います。 

市街地における生活道路については、新規事業として、特に路面状況の悪い花園、

西町、東町地区の３路線の整備を進めるほか、継続事業として美瑛町の玄関口に相

応しい新しい顔となる魅力的な空間を創出するため、丸山通り線の無電柱化整備・

歩道拡幅を行い、新たに配電機器の美装化及びフラワータワー等の緑化修景を推進

し、良好な街並みの形成に努めてまいります。 

農道整備につきましては、農作業の安全確保や農畜産物の円滑な輸送をより確立

するため、引き続き道営事業にて白金美瑛線の舗装改修を進めてまいります。 

町道の維持補修、交通安全施設や除排雪対策などについては、特に集中豪雨など

昨今の異常気象に備え、町民の皆さまの生活基盤となる交通網の確保に万全の体制

で実施してまいります。また、河川についても、継続して河川の維持補修に努めて
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まいります。 

町道や河川の草刈り・清掃などの環境整備については、地域住民の皆さまのご協

力により良好に維持され、美しい村づくりの原動力として一層の推進を図るととも

に、道路河川愛護会事業への支援の継続及び多面的機能支払交付金事業と連携を行

いながら執り進めます。省エネ対策として、ＬＥＤ灯の設置事業に対しての補助の

増額を行い引き続き助成してまいります。 

町民の皆さまにとって憩いの空間である公園やパークゴルフ場は、生活環境の豊

かさを示す指標の一つでもあり、公園施設の改修を「公園施設長寿命化計画」に基

づき進めてまいります。本年度は、継続して憩ヶ森公園、ことぶき公園の整備を推

進し、皆さまに快適に利用していただける施設環境づくりを進めてまいります。 

上下水道事業については、「安全・安心でおいしい水」の供給と衛生的で快適な

生活環境及び公共水域の水質を保全するため、施設整備及び維持管理を中心に健全

経営に努めてまいります。 

水道事業については、老朽化により不具合が発生する恐れのある設備機器の更新

を進めるとともに、竣工後５１年が経過する平和配水池及び接合井３か所の老朽化

を解消し、安定した水道水の供給のため、本年度より２年間で実施設計及び更新工

事を実施します。 

下水道事業については、終末処理場の改築更新が完了したことから、今年度は循

環型社会の形成を図るため、下水汚泥の再利用を促進する施設の実施設計に着手し、

来年度に予定する建設工事の準備を進めます。 

住宅環境の整備につきましては、美瑛町住生活基本計画に基づき、社会情勢に即

した良質な住環境の形成を総合的に支援し、快適で安全・安心な住宅の形成を展開

してまいります。 

町営住宅の整備では、美瑛町公営住宅等長寿命化計画に基づき、北町団地２号棟

の建設に着手し、美瑛の風土に根ざした良質な地域材の利用を促進する「住宅の木

造化・木質化建築」を図り、さらには二酸化炭素排出抑制対策として住宅熱源供給

設備の一部に「地中熱利用」を導入し、環境保全型低炭素社会を構築してまいりま

す。 

維持修繕では、東町及び東町第２団地をはじめ、美馬牛団地の改修に着手し、引

き続き住環境の一層の向上に取り組みます。 

生活環境の維持向上にあたっては、公共水域の水質汚濁防止と水洗化促進のため、

合併処理浄化槽整備事業や維持管理経費の助成を継続いたします。 

廃棄物対策につきましては、引き続き集団資源回収への支援やゴミの減量化、再
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資源化を進め、効率のよい資源回収を推進します。 

また、不法投棄や散乱ゴミなどに対応するため、周知の徹底やパトロールの強化

を図ります。 

浄化センター施設改修事業につきましては、設置後３５年以上経過している施設

の防水及び外壁補修を行うことで施設の延命を図り、安定した処理能力維持に努め、

汲み取りし尿や合併処理浄化槽から排出される汚泥の処理を引き続き行なってま

いります。 

 

第４ はつらつとした人づくりのために 

近年、「まちづくりは、人づくり」という言葉をあらゆる場面で耳にするように、

まちづくりを担う人材の育成は、町政を進める上で欠くことのできない重要な課題

の一つであります。 

このことを踏まえ、関連する事業の一層の充実を図ることはもとより、町民の皆

さまに対し様々な情報発信を行い、さらなる学習機会の提供と拡大に取り組むとと

もに、本町の文化・スポーツ振興策に支援をいただいている関係団体等からの意見、

助言等もいただきながら、継続的な事業展開に努めてまいります。 

子どもたちの、団体生活を通しての連帯感、責任感、自発性等の醸成を目的とし

て実施している「少年少女道外研修」は、ふるさと美瑛町を見つめ直す良いきっか

けとなり、自分自身の再発見やものの捉え方、考え方を養う機会となるよう引き続

き実施してまいります。 

文化活動の推進につきましては、多目的ホール「美丘」を改修以来、コンサート

や演劇、映画の上映といった観賞の機会を設けてまいりました。今後においても、

町民の皆さまが優れた芸術・芸能文化に触れていただく機会をさらに充実できるよ

うなプログラムを検討してまいります。 

本町で育まれた芸術文化の思想は、私たちにとっての誇りや郷土愛を養い元気な

まちをつくる原動力でもあり、経済や地域の活性化につながるものであります。今

後も町民センターに多くのみなさんが集い、学び、そして研鑽できる様々な活動の

場として活用できる、文化拠点施設となるよう取り組んでまいります。 

旧旭小学校を改修し、本年１月に完成した「地域人材育成研修交流センター」は、

本年４月より人材育成施設として運営を開始しました。すでにヤフー株式会社の社

員研修としての活用も始まっており、旭地区の方々にもその都度来所いただき、地

域情報交換を図りながら交流を行っているところです。今後は、小中学校や高校と

の交流へとステップアップさせ、美瑛の子どもたちが大企業を身近に感じ、触発を
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受けることにより、将来に向けての選択肢や可能性広がる施設となるよう、ヤフー

株式会社と協議しながら運営してまいります。 

スポーツの振興については、各種体育施設の利用促進と運営管理に努め、青少年

の健全育成や町民の皆さまの健康増進と体力向上を図るための生涯スポーツの推

進を目指してまいります。 

地域資源活用交流施設につきましては、子どもたちの未来を育む情報を発信でき

る施設として今年度建設工事を行います。開館に向けては、本町の歴史、芸術、民

俗、産業及び自然に関する資料を収集及び保管、展示することで、先人たちの歩み

を深く理解していただき、次世代へ繋ぐ学習機会等の提供に努めてまいります。ま

た、美瑛町文化財指定第１号の高橋北修の絵画６点の展示に向けて、修復作業を行

い、開拓当時の郷土の歴史を深く理解するとともに、実際に触れられる参加型展示、

様々な学習会やイベントを開催し、本町の農村風景や四季の成り立ちなどを学習す

るとともに自然科学への関心を広げてまいります。 

 

第５ みんなで創る住み良い町に向けて 

高度情報化社会への対応については、町内ほぼ全域に整備した光通信網を活用し、

住民が集まる公共施設や観光客が訪れる主要な展望公園に、公衆無線ＬＡＮを設置

するなど、住民や観光客が自ら情報収集できる環境の整備を進めております。本年

度についても、住民や観光客の更なる利便性向上のために、拠点施設の整備を進め

てまいります。 

現在、総務省では、住んでいる場所にかかわらず、日本全国でブロードバンドが

利用可能になることを目指すとともに、ブロードバンドを利活用した様々なサービ

スの検討がなされております。本町としても、国の動向を踏まえながら情報収集に

努め、様々な場面での情報通信技術の利活用を検討し、住民サービスの向上に努め

てまいります。 

町税につきましては、租税の基本原則である公平性、明確性、公正性等に基づき、

的確に把握し課税するとともに、収納率のより一層の向上に努めてまいります。 

防災対策につきましては、東日本大震災や御嶽山噴火の教訓を踏まえ、頻発・大

規模化する多様な災害に迅速に対応できるよう、防災体制の充実強化を図り、災害

に強い安全で安心なまちづくりの推進に努めてまいります。また、十勝岳火山砂防

事業の整備拡充と、早期の完成に向けて関係機関と一層の協議を進めながら、災害

時における情報通信ネットワークの高度化のための防災行政無線のデジタル化に

引き続き取り組むほか、住民が迅速・的確に避難が行えるよう、避難場所標識整備
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を行うとともに、多くの登山者や観光客が訪れている十勝岳望岳台において、登山

者や観光客等の安全を確保するための退避舎の整備を進めてまいります。 

学校施設については、美沢小学校の体育館を改修し、子どもたちの学習環境の整

備と地域住民の避難場所としての安全性の確保を図ってまいります。 

休校校舎の活用については、地域振興に結びつく活用を基本としていますが、利

用の確定していない校舎もあり、その利用方法について広く提案などを募りながら

町ホームページなどで積極的に発信をしてまいります。 

福島原発事故以降、自然、再生可能エネルギーの利活用を推進するため、平成 

１６年に策定した美瑛町地域新エネルギービジョンによる再生可能エネルギーの 

賦存量のデータを活かし、町内の公共施設をはじめとする施設への再生可能エネル

ギーの導入に向けた計画の策定を進めてまいります。 

美しい村をテーマとするまちづくりについては、新たに良好な景観の保全と形成

を促進し、地域の将来像を共有するための景観計画の普及に努めるとともに、異業

種の担い手が一体となって元気を創出し、活きいきとしたまちづくりを推進するた

めの取り組みに支援してまいります。 

また、町民の皆さまが主体となって推進する美しいまちづくり活動に支援すると

ともに、首都圏での情報収集や発信を通じ美瑛ブランドの一層の向上を図ってまい

ります。 

 

むすびに 

日本創生会議人口減少問題検討分科会が発表した日本の人口減少問題は、国がこ

れまで進めてきた東京圏を中心とする一極集中とする政策を推し進めた結果、地方

における人口減少問題となり、私たちの暮らしや将来に大きな不安をもたらしてお

ります。今や超急速に進行する少子高齢化社会の到来は、どこの町でも避けては通

れない重要な課題となっています。 

こうした中、開拓以来多くの先人たちが今日までに築き上げてきた「丘のまちび

えい」を持続可能な町として次の世代に引き継ぐことが、私たちに課せられた使命

であります。今後とも、町民の共有資源である本町の景観を後世に残すべく、町民

が一体となってまちづくりを進めてまいります。 

２００５年に７つの町村で発足した「日本で最も美しい村」連合は本年１０月に

１０周年を迎えます。来る６月２６日から２８日にかけては、本町において日本の

総会と世界連合の総会を開催いたします。その間、全国加盟町村や地域からのマル

シエの開催や町内関係団体等のカフェを展開し、町民をはじめ町外からのお客様を



 - 12 - 

お迎えし楽しんでいただきます。今や美しい村づくりの活動も国内において新たな

地域づくりの活動として注目され、加入審査を待つ町村も増加しており「日本で最

も美しい村」連合の活動を引き続き媒体とし、本町のブランド価値の一層の向上や

国際化の推進などにも取り組み、町議会議員各位並びに町民の皆さまとともに、全

ての可能性を探りながら、「丘のまちびえい」を創造していくことに全力を挙げて

まいりたいと存じます。 

町議会議員各位並びに町民の皆さまのなお一層のご理解とご協力をお願い申し

上げ、平成２７年度の町政執行方針といたします。 
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２．平成２７年度 教育行政執行方針 
 

平成２７年第５回定例会の開会にあたり、平成２７年度の教育行政の執行に関す

る方針について申し上げます。 

 

今日、我が国では、少子高齢化に伴う人口減少や高度情報化、社会、経済、文化

のグローバル化などを背景に、教育を取り巻く社会情勢が大きく変化しています。

そのような中、価値観やライフスタイルの多様化などにより、地域社会のつながり

や支え合いの希薄化、そして、学力・学習意欲・体力・運動能力に関する様々な課

題が指摘されています。  

こうした中、「確かな学力」、「豊かな人間性」、そしてどんな困難にも対応ができ

る「健康と体力」を備え、たくましく未来を切り拓き、よりよく課題を解決するこ

とのできる資質を持った人材を育成することが求められています。 

そのため、子どもから高齢者までの人の成長をしっかりと見据えながら、豊かな

自然、先人が培ってきた英知や開拓の歴史など、かけがえのない財産や資源を活用

し、学校と地域社会との連携を積極的に推進してまいります。 

学校教育では、本町の特色ある教育活動を通じて、児童生徒一人ひとりが「夢や

目標」を持ち、その自己実現を図ることができるよう、また、豊かな感性や優しさ、

思いやりの心を育みながら、学校・家庭・地域をはじめ、各関係機関等との連携と

支援をもとに、子どもたちに「生きる力」を育んでまいります。また、社会総掛か

りで教育に取り組む必要性を共通の認識としながら、地域の教育課題を共有し、地

域とともにある学校づくりに努めてまいります。 

社会教育では、町民一人ひとりの自主的な学習は、豊かな暮らしを支える基盤で

あります。このことから地域の特性に即した学習活動への支援、充実を図るととも

に、各種のボランティア活動が引き続き行われるために必要な情報を提供し、幅広

い層の学習意欲に応える環境づくりを推進してまいります。 

本町の豊かな自然と地域の人材を有効に活用し、保護者や地域住民の負託に応え

るべく、学校と地域社会の連携を図り、ニーズの多様化にも柔軟に対応しつつ、あ

らゆる場面と局面を捉えて、未来を担う子どもたちのために、教育行政の充実と発

展に取り組んでまいります。 

 

以下、主要な施策について申し上げます。 
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【学校教育】 

１ 学力向上を図る教育の推進 

子どもたち一人ひとりが、基礎・基本を確実に身に付け、いかに社会が変化しよ

うと、よりよく問題を解決するための資質や能力を高めるために、全国学力・学習

状況調査などの結果を踏まえ、学校や児童生徒一人ひとりの指導方法の工夫改善や

家庭学習の時間の確保のほか、生活習慣の改善を学校や家庭と連携協力して進めて

まいります。 

子どもたち一人ひとりにきめ細かな対応するため、教育指導助手を４校に配置し、

指導の充実に取り組むとともに、長期休業中には「学習ルーム」を開設して、基礎

学力の定着を図ってまいります。また、本年度から教育委員会が主体となり、土曜

日の教育活動等の取り組みを推進するほか、地域との連携による学習活動では、ス

キー指導者の支援を受け、子どもたちが安全で楽しく学べる環境づくりに努めてま

いります。 

特別支援教育につきましては、保護者や子どもたちの多様な教育的ニーズに的確

に応え、また、学習面や生活面の困難な状況に対応するために、すべての教員がそ

の特性を理解し、保護者と連携しながら一人ひとりの状態に応じたきめ細かな指導

や支援を、学校や関係機関が一体となって取り組んでまいります。本町に在住する

すべての子どもが支援の対象であり、取り巻くすべての大人が支援者であるという

理念のもと、早期からの一貫した支援体制の充実に努めてまいります。 

子どもたち一人ひとりの発達段階の特性やニーズに応じた就学体制を整えると

ともに、特別支援教育専門員を３校に配置し、きめ細かな学習支援を行うほか、言

葉やコミュニケーション、学習や生活面で困り感を抱える子どもの通級指導と、在

籍する各学校との連携・協力を図りながら、適切な指導や教育相談の充実に努めて

まいります。 

グローバル化に対応できる人材の育成が求められている今日、小・中学校に派遣

する外国語指導助手による学習機会を、これまで以上に充実させるなど、外国語指

導及び国際理解教育に取り組んでまいります。 

情報教育の推進につきましては、子どもたちの学習意欲の向上や情報を主体的に

活用する能力の育成のため、本年度、小学校にタブレット端末を、また、中学校に

は実物投影機を、各学級に配置し、これまで整備した情報教材と合わせて分かりや

すい授業づくりを推進してまいります。 
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２ 豊かな人間性と感性を育む教育の推進 

今日、いじめを背景とした、児童生徒の生命や心身に重大な危険が生じる事案が

全国的に発生するなど、社会全体の大きな問題となっています。すべての児童生徒

が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、また、児童

生徒一人ひとりが夢や目標を持ち、その実現に向けて自分の力を思う存分発揮でき

る学校づくりのために家庭、地域、そして関係機関が連携し、一体となって取り組

んでまいります。 

美瑛町生徒指導連絡協議会の合同研修の機会などを通して、小学校、中学校、高

校が共通認識を図るとともに、「心の教室相談員」の定期巡回や道教委のスクール

カウンセラー派遣事業を活用するなど、関係機関との連携・協力により、また、学

校等におけるいじめ防止の基本方針を踏まえ、子どもたちの問題行動の未然防止、

早期発見に努めてまいります。 

高度情報化が進み、有害情報から子どもたちを守るため、学校、家庭と連携を図

りながらインターネット上の危険な書き込みに対応するネットパトロールの活用

や携帯電話のフィルタリングの徹底を図るとともに、ネット利用を含めた望ましい

生活習慣の定着に取り組んでまいります。 

子どもたちの心身の健全な育成と、将来の夢や目標を持ち続ける意識を育むため、

本年度も「こころのプロジェクト事業」を実施するほか、子どもたちが様々な場面

でふれあい、そして学びの意欲を育てる教育により、社会の中で自分の役割を果た

しながら、自分らしい生き方を実現させるために「キャリア教育」を推進してまい

ります。 

体力向上につきましては、道教委の体力向上先導的総合実践事業の指定を受け、

健康を維持することはもとより、運動習慣の定着をはじめ、心身共に健康で安全な

生活を実践できる資質を育てるために、それぞれの学校が特色ある取り組みを活か

しながら健康教育を推進してまいります。 

子どもの読書活動は、感性を磨き、創造力を豊かなものにするとともに、生きる

力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。学校図書館は、子どもたち

が身近に読書活動を行う場として、また、教科や総合的な時間での調べ学習等の場

として、さらに言語活動を通じて育成する思考力・判断力・表現力を培う場として

重要であることから、町図書館と学校図書館の連携を図りながら、その充実に努め

てまいります。 

食を含めた健全な生活習慣を身に付けることは、成長期にある子どもたちにとっ

て非常に大切なことであります。学校・家庭・地域が連携して、子どもたちに食に
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関する正しい知識や食習慣を身に付けさせるとともに、安全・安心で、栄養バラン

スのとれた学校給食を提供するなど、食を通して生まれ育った町への理解を深める

ことは重要なことであります。 

このことから、中学生の食体験や小学生の体験学習などの食育活動を、また、学

校給食では、地場産物の活用を一層進めるとともに、給食費の無償化を継続し、地

域全体で子どもたちの健やかな成長を支えてまいります。併せて、町が行う「丘の

まちびえいすくすくサポート事業」と連携してまいります。 

 

３ 教育環境の整備と信頼される学校づくりの推進 

学校は、子どもたちが快適に学べる環境であるとともに、子どもたちや住民の安

全を確保できる場でなくてはなりません。 

子どもたちの安全・安心の確保につきましては、各学校の危機管理意識をさらに

高めるため、施設の点検を充実させるほか、交通ルールの指導徹底、通学路の安全

確保と、「子ども１１０番の家」による防犯対策の取り組みなど引き続き進めてま

いります。 

学校施設につきましては、美瑛町耐震改修促進計画に基づき、本年度は、美瑛小

学校と明徳小中学校体育館の耐震改修事業に着手するとともに、美瑛小学校、美沢

小学校の体育館などの改修事業に取り組んでまいります。 

スクールバスにつきましては、児童生徒の通学手段の確保を目的に、町内１０路

線で運行しております。引き続き、安全運行の徹底、遠距離通学の支援、学校行事

や地域の教育活動への支援を行ってまいります。 

児童生徒に質の高い教育を保障するためには、教職員の授業力や問題行動などの

未然防止につながる生徒指導力の資質・能力の向上が求められています。学習指導

はもとより、人間関係の構築能力やコミュニケーション能力の育成など、教育課程

に対応した専門性と実践的指導力を高めるため、道教委などが実施する各種研修事

業への参加促進に努めてまいります。また、学力や体力の向上に対する明確な目標

を持つための校内研修事業などへも、指導・支援してまいります。 

情報化に対応した教育の推進につきましては、子どもたちが情報手段に慣れ親し

み、適切に活用する学習活動を充実するために、引き続き教職員の指導力向上のた

めの研修と校内体制を整備し、家庭や地域とも連携しながら、創意工夫した特色あ

る情報教育に努めてまいります。 

子どもたちの発達段階における保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校の連携・

協力は、学びの連続性を保障する上で重要であり、進路に関する情報を次の段階に
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適切に引き継ぐため、美瑛町学習連携協議会の活動をさらに深め、授業参観など指

導者の相互交流を通して情報交換し、授業づくりにつなげるなど、地域全体で教育

活動を推進してまいります。 

近年、学校に対する保護者などからの要望や子ども一人ひとりの指導を適切に行

うため、教職員の資質、能力の向上が求められております。このことから、学校の

信頼づくりに資する、本町独自の教職員研修を引き続き実施してまいります。 

学校教育は、保護者や地域の方々から信頼されてこそ成立するものであります。

そのため、各学校に設置されている学校運営支援協議会の適切な運営を促すととも

に、日常の教育活動など学校運営の状況を積極的に情報提供するなど、開かれた学

校づくりを進め、保護者や地域住民などの学校関係者による評価を学校運営の改善

に活かしてまいります。 

 

【社会教育】 

社会における様々な分野の発展は、日常生活を急速に便利にさせる反面、それに

誘発されるかのように新たな問題を引き起こし、地域の教育のあり方にも大きな影

響を与えています。家庭の生活スタイルの変化に地域住民同士の無関心化が相まっ

て、「地域で教育する」といった昔ながらの手法が希薄化している今日、従来にも

増して地域が連携して社会教育を推進していくことが重要な課題となっておりま

す。 

平成２３年度に策定しました、第８次美瑛町社会教育中期計画も最終年を迎える

ことから、前段で述べた課題などに対応するため、「これまで培われてきた社会教

育活動を充実・発展させ、自ら行動する“自助”と近隣の人たちと助け合う“共助”

の精神とそれを支える行政による“公助”の力で、町民の皆さまが共に学び、語ら

い、高めあう地域社会づくりに努める」といった基本目標の達成に向け、さらに取

り組みを進めてまいります。 

また、新たな課題に対応しつつ、活力にあふれた豊かなまちづくりを目指し、未

来を担う人づくりと地域づくりを実践するために、町民一人ひとりが「学びたいか

ら学ぶ」だけではなく、「何に向けての学びなのか」主体的・積極的な意思を持っ

て活動できるような社会教育の実践に向け、関係機関、団体の皆さまのご意見をい

ただきながら次期計画を策定してまいります。 

各事業の実施にあたっては、美瑛に住むすべての人が「集い」「学ぶ」ことを促

しあい、そのことを人づくり、地域づくりに向けた活動へと展開していくため、時

代のニーズに即した学習内容を検討し、学校・家庭・地域の協力をいただきながら
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幅広い学習機会の提供に努めてまいります。そのためには、本町が管理運営する社

会教育施設、社会体育施設の適正活用や、国立大雪青少年交流の家などの教育関連

施設との協働と連携が重要となってまいりますので、その役割と機能を十分に発揮

できる体制づくりに努めてまいります。 

公民館活動につきましては、「子ども陶芸教室」や「自然とふれあいの里」とい

った、未来を担う子どもたちの健全育成を目的とした事業を継続実施するほか、休

日の過ごし方や生活習慣の改善を目的とした事業に取り組んでまいります。 

また、これまでの活動内容を鑑み、「親子クッキング」など、親子一緒に参加で

きる講座の充実を図るとともに、青年・中年期に対応した講座の新設に取り組んで

まいります。また、従前より実施しております公民館分館への助成により地域課題

に即した事業や講座の支援を図るとともに、本館と分館が連携し、公民館全体にお

ける活動となるよう質の向上を図ってまいります。  

はつらつとした高齢者が集い、学生同士の親睦を深めながら活動を行う「すずら

ん大学」、様々な年齢、立場に関わらず、多くの人たちとふれあう場を提供し、町

民の皆さまのコミュニケーションを促す「びえい出会いふれあい祭り」、さらには、

だれもが気軽に楽しく参加できる「ピアノコンサート」の開催など、いつでも学ぶ

ことができ、そして町民同志がふれあいながら豊かな感性と心を醸成できる取り組

みを進めてまいります。 

図書館の運営につきましては、子どもから高齢者まで多くの皆さまが図書館の利

用を通じて学習し、情報を入手できるよう、知的好奇心に応える資料と情報の収集、

整理、保管を進め、北海道立図書館等関係機関と連携しながら、読書環境を充実さ

せることが重要であると考えております。 

読み聞かせボランティアグループの協力によるお話し会やブックスタート事業

の継続、図書館フェスティバル、工作会等各種イベントの開催、ギャラリー展示な

どにより、魅力ある図書館づくりを進めてまいります。また、図書館へ足を運ぶこ

とで読書へのきっかけが期待できるとして、昨年度導入した読書通帳の利活用を

様々な機会に呼びかけてまいります。 

子どもの読書環境につきましては、児童生徒にとって身近な場所である学校や児

童館への団体貸出を行うとともに、図書館司書の資格を有する職員を試行的に学校

へ派遣し、学校と図書館の連携・協力による学校図書館の機能の充実を図り、読書

環境の整備に努めてまいります。 

また、新たな交流施設として期待されている活性化交流施設において、文化的な

図書資料等を配架し、生活に役立つ情報や心が和む図書などにより、図書が住民に
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とって身近に思える環境を整備してまいります。 

美瑛町に住むすべての子どもの豊かな心を育む読書活動を推進するため、「子ど

もの読書活動推進計画」を関係機関などのご意見をいただきながら策定し、家庭・

地域・学校等が相互に連携・協力して、子どもの読書活動が日常習慣となるよう推

進してまいります。 

今後も町民の皆さまに親しまれ、多くの方に利用していただける図書館を目指し

て、その運営に努めてまいります。 

 

以上、平成２７年度教育行政の各分野における主要な方針をご説明申し上げまし

た。 

 

子どもたちが自らの夢や目標に向かって、自立して社会でたくましく生きていく

ために必要な総合的な人間力の基礎を身につけることができるよう、学校・家庭・

地域はもとより、関係機関・関係団体等との連携を図りながら、本町教育のより一

層の充実・発展に全力で取り組んでまいりますとともに、生涯を通して豊かに学ぶ

ことのできる生涯学習社会の構築に努めてまいります。 

町議会議員の皆さま並びに町民の皆さまのご理解とご協力を心からお願い申し

上げ、平成２７年度の教育行政執行方針といたします。 


