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令和２年第２回平取町議会定例会にあたり、私の町政執行に関する

所信の基本的な方針を明らかにし、議員各位をはじめ、広く町民の皆

様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

さて、私が町民各位のご支援をいただき町政を担当して以来、１２

年が経過しようとしています。 

私は、これまで「町民が健康で豊かに安心して暮らせる町づくり」

を目指して全力投球してまいりました。 

この間、政治や経済が大きく変動する中で、平取町を取り巻く環境

は引き続き厳しい状況にあり、これまで様々な問題に直面しましたが、

議員各位をはじめ、町民の皆様の深いご理解と暖かいご協力を賜りな

がら、町政を着実に前に進めることができたことに対しまして、心か

ら感謝を申し上げる次第です。 

さて、わが国の経済は、政府の経済見通しの概要によると各種政策

もあいまって、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が進展す

る中で、内需を中心とした景気の回復が見込まれるとされていますが、

地方においては依然として厳しい経済状態が続いていると感じます。 

特に地域社会を取り巻く環境は、急速な人口減少や少子高齢化の進

行による、人材不足を踏まえた外国人人材の受け入れや AI などによ

る技術革新など、あらゆる価値観や社会性の変化に伴い、行政課題も

複雑化・多様化しており、様々な取り組むべき重要な課題に直面して

いるのも事実であり、私は、これらの課題に対し懸命に向き合いなが
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ら、自立への道をさらに強化するために、産業の振興、交流人口の拡

大、介護や福祉の充実、健全な財政運営など、財産である「豊かな自

然と輝く大地」を次の世代へしっかりと引き継ぐために最善を尽くす

所存です。 

私は、本年７月２日をもって任期満了となります。昨年１２月の町

議会定例会において、４期目への立起はしないことを表明いたしまし

た。本来であれば令和２年度予算については、骨格予算で臨むべきと

ころですが、第６次総合計画に基づく事業等を新年度のスタートと同

時に実施していくことが、地域経済対策の観点からも肝要と考え、令

和２年度各会計予算を編成し、議会に提案したところであります。 

令和２年度一般会計予算額は、６９億９千５００万円で、平成３１

年度当初に比べ１６．８％増加し、各特別会計を含めた予算総額は、

９５億８千８８０万円で、８．１％増加しております。 

次に、主要な施策について、「第６次平取町総合計画」のテーマ  

順に、以下申し述べます。 
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Ⅰ．健やかに暮らせるまちづくり 

第１ 保健・健康づくりについて 

 「自分の健康は、自分でつくり、自分で守る」という、健康意識を

高め、自ら積極的に健康管理が行えるよう、町民向けの各種講演会の

開催のほか、自らの健康行動の確認の場として健康診査を推進し、受

診率の向上を目指し、町民の総合的な健康づくりを推進し、生涯にわ

たり健康で安心して生活ができるよう、保健事業の充実を図ってまい

ります。 

また、食と健康の意識の向上、ニシパランチをはじめとする地産地

消の推進を図るため、「食は人を育み、地域を育てる」の基本理念のも

と、各関係機関との連携を図り、町民一人ひとりが食を通じた健康づ

くりを進められるよう、知識と実践力を育ててまいります。 

 

第２ 医療の確保について 

国民健康保険病院の運営は、医療体制の維持、確保を最優先に振内

診療所の運営も含め、医療サービスの提供に努めます。 

医師体制は、３名の常勤医による診療体制と非常勤医師による専門

診療の循環器内科、皮膚科、「ものわすれ外来」、令和元年度から開始

した眼科も含め診療を継続します。 

外部医師の応援を得ながら、救急医療体制を維持し、常勤医師の勤

務負担の軽減も図り、継続的な診療体制の維持に努めてまいります。 



4 
 

昨年から新病院での運営も始まり、入院などの医療施設の充実が図

られ、地域の病院として医療の確保を最優先に病院運営に努めてまい

ります。 

 

第３ 社会保障について 

 国民健康保険は平成３０年度から北海道が財政運営の主体として

国保運営における中心的な役割を担うこととなり、当町は、資格管理、

保険給付、保険税率の決定、賦課徴収、保健事業等の業務を行うこと

となりました。 

このような状況の中、「第３期特定健康診査等実施計画」及び「第

２期国民健康保険保健事業実施計画」（データヘルス計画）に基づき、

引き続き特定健診受診率向上への取り組みや疾病の早期発見、生活習

慣病予防による町民の健康保持増進、ジェネリック医薬品の使用促進

などを通じ、北海道と連携を図り国民健康保険事業の健全な運営に努

めてまいります。 

後期高齢者医療制度については、高齢化率の上昇とともに医療費の

増加傾向が続いており、２０２５年には団塊の世代の加入により給付

の増加が予想されますので、健診事業の推進による病気の重篤化防止

を目指し、医療費の抑制に努めるとともに、「北海道後期高齢者医療

広域連合」と連携を図り、被保険者が安心して医療を受けられる保険

財政の運営に努力いたします。 
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介護保険は、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える制度で

すが、当町の高齢化率が３５％を超える中、介護サービスを利用する

方が年々増加傾向にあります。 

特に、団塊の世代が、７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を

見据え、高齢者等が安心して介護・介護予防サービスを受けられるよ

う、介護給付費の適正化と安定的な保険財政の運営に向けた「第８期

高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を令和２年度に策定してまいり

ます。 

また、地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療・介護・予防・

住まい・生活支援サービスなどを一体的に提供するため、各関係機関

との連携を密接にしてまいります。 

特に地域支援事業として、平取町社会福祉協議会との連携による在

宅高齢者の総合相談窓口の強化を図るとともに、短期集中リハビリ訓

練の機能改善プログラムや各種サロンなど、事業内容の充実を図って

まいります。 

国民年金については、老後をはじめ事故などによる経済的不安を社

会全体で支えあう制度であることから、日本年金機構苫小牧年金事務

所等と連携を密接にし、町民に対し制度等の周知、普及啓発に努めて

まいります。 
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第４ 子育て支援について 

子育て支援については、全ての子どもが健やかに成長できる社会の

実現を目指した「第２期平取町子ども・子育て支援事業計画」に基づ

き、乳幼児期から学校卒業まで長期的な視点で支援を行う「子育てフ

ァイル」の取り組みや、妊婦健診・親子教室・乳幼児健診・各種予防

接種のほかに、新たに産婦健診・産後ケア事業などを追加し、さらな

る母子保健事業の充実を図ってまいります。 

また、第１子から対象とした「すこやか赤ちゃん誕生祝い金」の支

給や一般・特定不妊治療に係る助成事業などにより、妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援を目指してまいります。 

さらに、各社会福祉法人が開設する常設保育所に対し、引き続き保

育士特別枠配置支援を実施するとともに、当町が開設するへき地保育

所の維持補修、安全対策などを施し、子どもが健やかに育ち、安心し

て保育できる環境整備に努めてまいります。 

なお、保育料については、国が実施する幼児教育・保育の無償化に

該当しない世帯に対しても、当町の独自施策として無償化を実施する

こととし、さらなる子育て世帯の経済的負担の軽減に努めてまいりま

す。 

また、放課後児童クラブは、平成２７年４月から児童福祉法の改正

により対象児童年齢が拡大されましたが、専用区画面積などの設備基

準の関係上、受け入れができる人数も制限されているため、将来的に
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全ての児童を受け入れる方策について十分検討してまいります。 

 児童虐待防止対策は、虐待の要因が多岐にわたることから、行政・

病院・学校・保育所・警察など、関係機関との連携を密接にすること

により適切な措置を講じてまいります。 

また、要保護児童対策地域協議会による各関係機関との連携を強化

することにより、児童虐待の早期発見及び予防に努めるとともに、児

童相談所との連携や情報共有を図りながら、迅速な対応を行ってまい

ります。 

 子ども発達支援センターは、身近で安心な地域において気軽に発達

支援を受けられる施設として、さらなる環境の整備に努め、将来的な

自立に向けた療育・発達支援事業を、引き続き日高町と広域で運営し

てまいります。 

 

第５ 高齢者支援について 

高齢者支援は、要介護状態になっても、住み慣れた地域で安心して

自分らしい生活ができるよう、住民主体、地域づくりによる介護予防

を推進してまいります。 

特に高齢者自身が気軽に参加できる交流サロンの拡充や足の確保

としての移動支援、ボランティア活動の普及啓発など、健康づくりと

連動した介護予防事業の充実を図ってまいります。 

さらに、医療と介護の切れ目のないサービスの提供体制を構築する
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ため、在宅医療・介護連携推進事業を推進するとともに、増加の一途

を辿る認知症についても、認知症総合支援事業を拡充するほか、平取

町社会福祉協議会を中核組織とする成年後見制度の利用促進を強化

することにより、高齢者及びその家族が抱える困り事や不安の解消を

目指し、さらなる在宅支援の充実を図ってまいります。 

また、社会福祉法人平取福祉会が運営する「びらとりデイサービス

センター」や老朽化した関連施設整備については、利用者及び介護者

の目線に立った質の高いサービスの提供を目指し、財政状況を勘案し

ながら支援してまいります。 

 

第６ 障がい者支援について 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、障

がいのある方が、住み慣れた地域で自立した社会の一員として、生き

がいを持ち安心して生活ができるよう、地域における障がい者への理

解と、受け入れの促進を図るために啓発活動を強化するとともに、地

域の社会資源を有効に活用し、引き続き障害福祉サービスの提供や地

域生活支援事業の充実を図りながら、障がいのある方もない方も、と

もに暮らしやすい「共生社会」の実現を目指してまいります。 

また、障害者総合支援法による障害福祉サービスの提供指針となる

「第５期平取町障がい福祉計画」及び「第１期障がい児福祉計画」に

基づき、障がい者の方々が自立した日常生活及び社会生活を安心して
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営むことができるよう、各種障害福祉サービスの提供に努めてまいり

ます。 

 

第７ アイヌ福祉とアイヌ文化の振興について  

令和元年５月に施行された「アイヌの人々の誇りが尊重される社会

を実現するための施策の推進に関する法律」により、これまでのアイ

ヌ文化振興法が廃止となりました。 

新しい法律では、アイヌ民族を先住民族として初めて法的に位置づ

け、また、従来のアイヌ文化振興施策・生活向上施策に加え、地域・

産業・観光振興等を含めた施策を総合的かつ効果的に推進することが

重要とされ、市町村の取り組みを支援することを目的にアイヌ政策推

進交付金が創設されました。 

当町においても、沙流川の豊かな自然環境により育まれたアイヌ文

化を大切に継承していくことなどを目標とした、「平取町アイヌ施策

推進地域計画」を策定し、令和元年９月に国の認定を受け、同計画に

位置付けられた事業の実施に要する経費に対して、交付金制度の活用

が認められたところであります。 

令和２年度についても、アイヌ文化の保存や継承、体験交流や文

化・観光振興、コミュニティ活動の支援や先住民との国際交流の促進

などに資する事業について、関係団体と連携を図りながら進めてまい

ります。 
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当町においては、平成２２年３月に策定された「平取町アイヌ文化

振興基本計画」の見直しを図り、令和元年度に「平取町アイヌ総合政

策推進基本計画」を策定し、この基本計画を指針とし、国のアイヌ施

策推進法や認定を受けた「平取町アイヌ施策推進地域計画」との整合

性を持ちながら、アイヌ文化の振興をはじめとした総合的な政策の実

施を進めてまいります。 

また、アイヌ子弟の教育支援対策として北海道などが支援している 

高校及び大学等の修学援助について、申請などを円滑に進めるため事

務の支援を行うとともに、雇用対策と技術習得を図る機動職業訓練の

受託についても業務が円滑に進むよう支援してまいります。 

併せて、住宅環境改善対策として、住宅改良資金貸付金を引き続き 

予算計上したところです。 

 令和２年度からアイヌ文化に関する総合的な人材の育成を図るこ

とを目的に実施する伝承者育成事業については、アイヌ民族文化財団

から当町が委託を受け、当町の地域性を生かした研修プログラムによ

り実施してまいります。 

これらのアイヌ文化の伝承者を目指す若年層の育成研修の場、学生

や一般の方がアイヌ文化を学ぶことができる場所、さらには、アイヌ

文化の環境調査や保全対策業務を行う機能を有する複合施設、「イオ

ル文化交流センター」の整備を進めるため必要経費について交付金を

活用し予算計上したところです。 
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アイヌ民族文化財団が当町で先行的に進めてきたイオル再生事業

については、交付金の対象事業に移行されたことにより、これまで伝

承活動の基盤として整備している「コタンの再現空間」・「イオルの

森」・「水辺空間」における事業については、さらなる拡大・拡充を

図り、交付金事業の受け皿法人として新たに設立した平取町アイヌ文

化振興公社に事業を委託し、平取町独自の事業展開を進めてまいりま

す。 

 シシリムカ文化大学講座は、町民などが体系的・継続的に学習を重

ね、アイヌ文化への理解の促進と普及啓発を図ることを目的に開講し

定着化が図られておりますが、貴重な伝統文化を次世代へ確実に継承

するために、幅広い層の学習参加となるよう交付金を活用し、さらに

充実を図ってまいります。 

 また、現地体験宿泊型「大地連携ワークショップ」についても、交

付金を活用し、道内をはじめ道外の大学生とともに大学院生、新たに

高校生の参加を加え、幅広くアイヌ文化を理解していただくための取

り組みを進めてまいります。 

アイヌ伝統的工芸技術は、高い評価を得て現在も受け継がれており、

平成２５年３月に「二風谷イタ」と「二風谷アットウシ」が経済産業

省から北海道初の「伝統的工芸品」の指定を受け、国・町の支援のも

と後継者の創出や需用開拓などを実施しておりますが、工芸家は減少

し、後継者の育成が喫緊の課題となっております。 
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これらの課題に対して、従来のアイヌ工芸品に加え、新たな視点か

らのアプローチとして、現代的なデザイナーとのコラボレーションを

進め、新商品の開発や販売拠点の開設など新たな発展に向けた取り組

みを進めてまいります。 

平成３１年４月にオープンした平取町アイヌ工芸伝承館「ウレシ

パ」については、伝統工芸品の製作過程の実演やレーザー彫刻機を使

った製作体験、新たな工芸品の開発・製作の場として、引き続き施設

の有効活用を図ってまいります。 

アイヌ語のイランカラプテを普及させるキャンペーンの一環とし

て、平成２９年より開催されているイランカラプテ音楽祭については、

第４回を当町で実施し、国内外の音楽家の出演や古式舞踊の披露など

アイヌ文化の普及啓発を図ってまいります。 

 

第８ 地域福祉について 

 生活困窮家庭やひとり親家庭、障がいのある方の家庭や高齢者世帯

など、町民だれもが地域で安心して自立した生活が送れるための各種

支援を継続するほか、民生委員児童委員、保護司会、協力事業所など

の地域福祉活動の輪を広げるとともに、福祉の中核を担う平取町社会

福祉協議会や各関係団体との連携を密接にし、総合的な福祉の向上に

努めてまいります。 

 また、高齢者も含めた住民主体となる地域ボランティア活動等を支
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援するために、地域貢献による生きがいづくりのための「ボランティ

アポイント制度」を引き続き実施してまいります。 

 さらに、高齢者や障がい者などの外出支援対策として、平成２９年

度から実施した「社会福祉バス」の運行についても、実地検証による

改善を行い、利便性の向上を図りながら、さらなる地域福祉の向上に

取り組んでまいります。 

  

 Ⅱ．活力を生むまちづくり 

第１ 農業の振興について 

農業・農村は、食料の安定供給はもとより、国土や自然環境の保全、

良好な景観の形成といった多面的機能の発揮を通じ、私たちの暮らし

に様々な恵みをもたらしてくれます。私たちが、将来にわたって、し

っかりと守っていかなければならない「まちの財産」でもあります。 

しかしながら、近年、農業・農村を取り巻く環境は、年々、農業者

の高齢化や担い手不足等により大変厳しい状況が続いております。 

また、日々国際情勢をめぐる環境は目まぐるしく変化しております。

今後、貿易自由化による市場開放の流れが加速され、わが国の農業へ

の影響、並びに食の安全・安心を危うくするばかりか、地域の経済を

も大きく変えかねないことが危惧されております。 

国は、令和元年１２月に、国内生産の拡大などを政策の目標に掲げ、

意欲ある農業者が安心して経営に取り組める環境を整えることによ
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り、確実に生産が可能となるよう、経営安定・安定供給に備えた措置

の充実等を図ることが示されております。 

このような情勢の中、令和元年の当町の農業は、天候不順はあった

ものの、平成３０年のような大きな災害はなく、農業者の営農努力に

より、いずれの農作物も概ね平年並みの作柄ではありましたが、「び

らとりトマト」については、収量が平年を上回ったものの価格は伸び

悩み、６年ぶりに４０億円を下回る３８億６千７００万円となりまし

た。「びらとりトマト＝ニシパの恋人」のブランド力は、ゆるぎない

ものとなっておりますが、ここ数年、高齢化や担い手・人手不足等の

問題から作付面積が微減していることから、高品質トマトの安定生

産・供給体制の維持を図るため、新規参入者や担い手の育成・ 確保、

労働負担の軽減、収益力・生産性の向上などの施策に取り組む必要が

あります。 

新規参入者や担い手の育成・確保については、当町で安心して研

修・営農生活が送られるよう農業者就農促進対策事業、新規参入者就

農促進対策事業及び国の農業次世代人材投資資金など各種補助事業

を活用し対策を講じてまいります。 

近年の全国的な担い手不足の中、新規参入を希望する農業研修生の

確保についても厳しい状況にありますが、小規模でも安定経営が可能

な当町の優位性を積極的に就農希望者へ伝達できるよう、主要都市で

開催される新規就農相談会等への参加はもとより、インターネット上
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での情報発信の強化にも取り組んでまいります。 

また、研修生が確実に就農して地域に定着できるよう、受入体制及

び営農に必要な知識・技術の習得にかかる研修等については、引き続

き平取町担い手対策協議会を中心に、地域農業者や関係団体と連携し

進めてまいります。 

収益力・生産性の向上については、「平取町産地パワーアップ計画」

に基づき、ハウス内にＩＣＴ先端技術の装置を導入し、栽培データの

デジタル化により効率的な管理を行い、作業の省力化と経営コストの

縮減を目指す農業者に対して支援してまいります。 

平成３０年度に策定しました「トマトの里構想」では、平取町が将

来にわたりトマトの産地として生産量確保及び安定供給の維持を目

指し、また、トマトを通じて町民が健康で元気になることを目的に町

が「こうありたい姿」を提案しております。令和元年度は、「トマト

の里構想」で提案したアイデアを具体的に実践するため、町内の団体、

企業等で構成するトマトの里構想推進協議会を設置し、実践に向けた

課題や解決方法についての協議を続けております。 

令和２年度においても、引き続き「新規参入者・担い手確保」をは

じめ、「びらとりトマト」を通じてまちの魅力を町内外へ広く発信す

ることを目指して、「トマトの里構想」の実践に出来ることから取り

組んでまいります。 

令和元年の水稲の作柄は、作況指数１０６「やや良」と生産量４４，
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０８０俵、１等米比率９５.９％と高かったものの、高品質米比率が

１４．３％と低い状況でありました。 

 管内の米の主産地である当町では、平成３０年度から、びらとり米

麦改良協会特別栽培米部会が主体となって、特別栽培米の作付けに取

り組んでおります。化学肥料の窒素成分及び化学合成農薬の使用回数

を慣行レベルより５割削減し、また、害虫の捕獲調査により発生予察

を行っております。このことは、国が進める日本型直接支払制度の「環

境保全型農業直接支払交付金事業」の取り組みに該当する上、地球温

暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動であり、引き続き町

としても支援してまいります。 

また、平成３０年産から国による新たな米政策を実施した結果、主

食用米の作付面積が全国的には微増となりました。国は、米の需給の

安定に向けて需給緩和による米価下落を避け、食料自給率・自給力を

向上させるためにも、水田フル活用を米政策の基本として進めていく

方針であります。このことから、当町では経営所得安定対策事業の実

施など安定的な農産物の生産と農業所得の向上支援に努めていくと

ともに、需要に応じた美味しく売れる米づくりを応援してまいります。

併せて水田面積の維持・増加に向けた取り組みとして、加工用米の作

付けを推進する集落営農体制強化支援事業を実施してまいります。 

 当町の新たな特産品として平成３０年度から平取産米の日本酒を

生産してきておりますが、その普及に向け引き続き取り組んでまいり
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ます。 

農地資源の維持・保全対策について、令和２年度からスタートする

「第５期中山間地域等直接支払交付金事業」については、平取町共同

集落推進会議が主体となり計画づくりを進め、引き続き全町一円で耕

作放棄地の防止対策活動を推進してまいります。このほかに、令和２

年度から、各地域の農業水利施設維持管理組合等が主体となって、農

用地、水路、農道等の地域資源の保全管理を共同活動する組織に対し

て、国の多面的機能支払交付金制度を活用して支援してまいります。 

平成２４年度から実施している「道営農地整備事業（中山間地域型）

平取南地区」については、引き続き地域をはじめ農業関係者や受益者

等と十分協議を重ねながら事業をさらに推進してまいります。 

畜産関係では、国際的な環境変化が進む中、肉用牛については素牛

市場価格が依然として高値で推移しており、繁殖を営む農業者の経営

は引き続き安定しております。逆に、肥育素牛を導入する農業者にと

っては、枝肉価格の低迷、安価な輸入畜産物の増加、配合飼料価格の

高止まり等による収益性悪化の要因が重なり、令和元年度においても

肉用牛肥育経営安定特別対策事業の発動により、経営の安定化を図ろ

うとしております。 

その中で「びらとり和牛」の出荷頭数の維持拡大・ブランドの確保

を図るため、引き続き肉用牛を生産する農業者に対して「優良肉用牛

繁殖雌牛定着化事業」「繁殖素牛導入事業」「肥育牛上物出荷支援金交



18 
 

付事業」の予算措置をし、肉質の向上と肉用牛生産の競争力の強化を

図り、農業経営の支援に努めてまいります。 

また、平取町とびらとり農協が出資・経営する平取町畜産公社が「び

らとり和牛」のブランド維持に果たす役割は大きなものがあります。

平成２９年度より畜産公社が取り組んでいる「肥育牛拡大計画」に基

づき、肥育牛は牛舎の規模に合わせて自家生産と肥育素牛の購入によ

り２２０頭を飼養し、目標年間出荷頭数「１３０頭」を安定的に生産

できるよう、職員の技術力を高めながら体制を整え、健全経営を進め

てまいります。 

町有牧場での預託事業については、昨年、熊出没による被害があり

ました。令和２年度は、猟友会の協力を仰ぎながら、放牧管理体制を

強化し、家畜を生産する農業者の自給飼料の確保や労働力不足の解消

を図り、家畜の健康増進と健全育成に努めてまいります。 

 酪農振興については、良質な生乳の生産及び将来に希望の持てる農

業経営のためには、乳用牛の飼養管理等を行う「人」、生乳を生産す

る「牛」及び生乳に変換される原料となる「飼料」の安定確保が不可

欠であり、そのための生産基盤の強化となる畜産クラスター事業を積

極的に進め、引き続き乳牛検定組合・ＳＡＲＵ酪農ヘルパー組合に対

して支援してまいります。 

家畜伝染病対策については、ここ数年国内外において鳥インフルエ

ンザ、口蹄疫、豚熱等の悪性伝染病の発生が継続しております。当町
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においても、家畜自衛防疫組合など関係団体と連携し、家畜伝染病の

発生予防に努め、家畜を生産する農業者への農場周辺での消毒の徹底

や関係者以外の立入制限など飼養衛生管理の啓発に努めてまいりま

す。 

軽種馬振興については、強い馬づくりの環境整備を図るため、生産

者及び関係団体と協議してまいります。 

また、「ホッカイドウ競馬」は、令和元年度８０日間開催され、前

年を８０億円上回る売上総額３３０億８千２１４万円を記録し、「ホ

ッカイドウ競馬」の魅力が全国の競馬ファンに浸透した年でありまし

た。引き続き日高管内関係団体等と連携するとともに、平取町軽種馬

振興会が主管する「ホッカイドウ競馬びらとりＤＡＹ」の開催を支援

し、競走馬市場における平取産馬の販売向上に繋げてまいります。 

今後も当町の農業・農村は、農業生産力の維持向上と活力ある農

業・農村政策への取り組みがこれまで以上に求められます。わが国の

食料自給率の向上に貢献し、安全・安心で高品質な農畜産物を安定的

に供給できるよう、地域農業者や関係団体と連携を深めるとともに、

農業振興に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

第２ 林業の振興について 

森林は、豊かな水やきれいな空気を育む役割を担っており、地球温

暖化の防止、国土の保全、水源の涵養、保健休養機能など、森林が持
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つ多様な機能が十分発揮できる森づくりが求められております。森林

の有する公益的機能が最大限に発揮されるよう適切な森林整備を進

めていかなければなりません。 

その一方で、森林・林業を取り巻く環境は、かつてないほど大きく

変化してきており、国産材価格の低迷や森林所有者の高齢化などによ

る森林・林業への意欲や関心の低下、世代交代等による境界不明瞭や

所有者不明森林の増加、適切な森林整備がされずに放置される森林が

増加するなど様々な課題を抱える中、令和元年度から「森林環境譲与

税」が導入され、森林経営管理法に基づく新たな森林管理システムの

運用が始まり、市町村が森林の経営管理に主体的に取り組むこととし、

森林・林業行政における市町村の役割はますます重要となってきてお

ります。 

町では、「平取町における森林環境譲与税の活用に向けた基本方針」

に基づき、計画的に森林管理が不十分な所有者に意向調査をし、森林

整備を促すなど、森林資源の適切な管理に努めてまいります。 

令和２年度の使途は、基本方針に基づき「普及啓発」「新たな森林

管理システムによる民有林の森林整備の推進」「木材利用の促進」に

充ててまいります。 

町民の財産である町有林は、８年目に入る「循環型経営」を引き続

き推し進め、４０年を超える人工林の更新を図りながら「皆伐・植林・

下刈・除伐・間伐」の年間事業量の安定化による地域雇用の定着を図
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り林業の維持・発展を目指してまいります。 

「平取町森林整備計画及び森林経営計画」に基づき行われる民有林

整備については、森林所有者の森林整備意欲の増進を図るため、「民

有林活性化事業補助要綱」により「植栽・下刈・枝打・除間伐」等の

経費負担軽減策を引き続き講じてまいります。 

また、地域林業経営の要である沙流川森林組合の経営基盤の安定を

図るため、引き続き町として支援をしてまいります。 

林道整備については、６年目に入る「その他林道オユンベ線」改良

事業と、平成３０年９月６日に発生した北海道胆振東部地震において

被害を受けた「奥地林道ヌタップ線及び二風谷線」の通行確保に向け

事業を実施してまいります。 

また、平成３０年度に林道施設長寿命化対策により実施した林道施

設橋梁点検において、「その他林道敷舎内線の一の沢橋及び二の沢橋」

の老朽化が著しいと診断されたことから、令和２年度から２か年にわ

たって改良工事を進めてまいります。 

地域の森林・木材産業の安定化を図るため、地域で生産された木材

を地域で消費する「地材地消」の取り組みとして、「カラマツ材利用

促進事業」を実施しております。ここ数年利用がないことから事業要

綱の見直しを進めてまいります。 

また、豊かな自然環境を守り育てるために、引き続き緑化木の配布

についても実施してまいります。 
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木材利用の促進については、子どもたちに豊かな心を育む木育を推

進するため、「ウッドトイふれあい事業」により乳幼児を対象に木製

おもちゃなどを贈呈するとともに、「木育広場事業」により子どもた

ちが木の温もりを身近に感じふれあえるよう子どもが集まる事業や

イベントに木製遊具の貸出しを行い、併せて町民への森林に関する理

解促進に繋げてまいります。 

今後も当町の森林が多様な機能を十分発揮できる森づくりを将来

の世代に引き継いでいけるよう、森林整備の推進や地域林業の振興に

向けた取組みを進めてまいります。 

 

第３ 商工業の振興について  

 商工業の振興は、当町においても少子高齢化や人口構造の変化によ

る生産年齢人口の減少が続いており、売上の減少に加え、ネット通販

の増加や消費の町外流出、また、経営継承者や技術者、従業員の確保

など、商工業を取り巻く環境は依然として厳しいため、引き続き子育

て支援とタイアップした「金券発行事業」を実施してまいります。  

その中でも、後継者の育成確保については、喫緊の課題となってお

り、後継者が安定的な経営を営めるよう、店舗改装事業、空き店舗の

改修事業、設備投資の支援や担い手づくりなど地元に密着した商店街

事業として地域商品券事業、商店街美化事業、地元購買促進事業など

に予算措置したところであります。 
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さらに創意工夫を重ね、平取町商工会と協力し、関係機関等とも話

し合いを進めながら、商工業者の経営力の向上や事業継続、従業員の

確保・育成に係る取り組みなど、商工業の振興発展に努めるとともに、

中心市街地の賑わいづくりと商業者の自発的な取り組みによる魅力

化や連携づくりを支援してまいります。 

また、他との差別化を図るため、当町の持つ食材と地域資源を活用

した魅力ある商品開発の取り組みへの支援や中小企業者の運転資

金・設備資金等の町特別融資制度の活用を促進し、地域の原動力とな

る中小企業の活性化、経営の近代化等経営基盤の強化を図ってまいり

ます。 

平成３０年に国から「創業支援等事業計画」の認定を受け、町内で

新たに創業しようとする方に対して、平取町商工会などと協力して 

支援する仕組みを整備しましたが、この施策と現在実施している「平

取町起業化支援制度」により、企業誘致や雇用の確保対策として、  

町内で起業を考えている方を対象に引き続き支援してまいります。 

振内地区、貫気別地区における商店街活性化につきましても、各地

域及び関係団体と連携を密にしながら協議し対応してまいります。 

 

第４ 観光の振興について   

 観光の振興については、当町にしかない資源を活かした体験・経験

を提供するなどして、地域と町が一体となって交流人口を生み出し、
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地域経済力を高め、観光振興を通じてまちが潤い、元気になることな

どを基本的な考え方とする平取町観光振興ビジョンを令和元年度に

策定しましたので、各種施策・アクションプログラムにより具体的な

取り組みを進めることを基本戦略としてまいります。 

 令和元年の観光は、比較的好天気に恵まれ、年間を通じて少雨、顕

著な高温となりました。 

そのような中、町内外のイベント、施設の入込数も大きく伸びまし

た。観光ＰＲを目的とした道内外都市圏で開催されるイベントの参加

では、サッポロビール道産子感謝Ｄａｙ、大通公園でのサッポロビア

ガーデン「ふるさとステージＰＲ」、ツーリズムエキスポ２０１９大

阪などの参加を通じて、町と特産品のＰＲを実施しました。 

また、町の公式マスコットキャラクター「ビラッキー」は、町内外

の各種イベント等で町のＰＲに活躍し行き先々で好評でしたので、令

和２年度も積極的に活動してまいります。 

当町の代表的なイベントである春の「すずらん観賞会」、夏の  

「チプサンケ」、秋の「沙流川まつり」、冬の「全道ＰＫグランプリ」

は、道内外での認知度が高まっており、令和２年度もこれらのイベン

トを柱として、観光資源を活かした町のＰＲに努め、地域の活性化に

繋がる取り組みを進めてまいります。 

びらとり温泉「ゆから」は、オープン以来６年が経過し、平成３０

年の震災以後、入館者も少しずつ回復してきております。今後とも多
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くの方々に来館していただき、町民の皆様には憩いの場として、また、

町外からのお客様には町の観光や文化、地場産品を知っていただく拠

点施設としての役割を果たしてまいります。 

平成３０年度に二風谷アイヌ文化博物館周辺の工事が完了し、この

新しい二風谷地区のシンボルゾーンを「二風谷コタン」と呼び、博物

館の周辺施設と一体的、有機的に活用し、多くの来訪者がアイヌ文化

に触れていただけるよう取り組んでまいります。 

また、令和元年度から取り組んでいる、アイヌ政策推進交付金事業

を活用したアイヌ文化の情報、魅力発信事業等、令和２年度からは、

域内イベントによる情報発信、観光プロモーション、ネットワーク構

築事業等に取り組み、交流人口の増加と地域経済力を高め、観光地域

づくりを推進してまいります。 

当町の観光振興には、観光協会の果たす役割が重要となることから、

その組織のあり方や運営について協議し、観光協会の法人化に向けた

理事会協議と小グループによるワーキング検討会を進めており、令和

２年度中に方向性を決定していきたいと考えております。 

鵡川・沙流川流域による「広域連携ＤＭＯ」構築が平成３０年１２

月に観光庁の「日本版地域連携ＤＭＯ候補法人」として登録されたこ

とから、マーケティング調査等のデータ収集と分析・ＰＲ事業・プロ

モーション事業の展開を図っており、令和元年度は、スマートフォン

やタブレットを活用したデジタルスタンプラリーを実施し、３町の施
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設や飲食店をめぐりながら滞在時間を増やし、特産品のＰＲにも繋が

りました。  

また、インバウンド対応ビジネスモデル形成事業の企画に関わり、

訪日外国人を呼び込むことを目的としたプロモーションツアー・ファ

ームトリップを実施しました。令和２年度においても各関係団体・町

民と連携、協力しながら広域観光地域づくりに推進してまいります。 

令和元年は、むかわ町・日高町・平取町３町の観光協会が協力連携

して札幌市のホテルポールスター札幌で観光物産フェアを開催、また、

占冠村・むかわ町・安平町のイベントにも合同で参画し、特産品のＰ

Ｒを行いました。 

平成２９年度からリニューアルした「ふるさと納税」は、自主財源

の確保だけでなく、ふるさとへの貢献、返礼品による町の特産品のＰ

Ｒという効果も大きく、平成３０年度は当初の歳入予算額を超える結

果となりました。しかしながら、制度の見直しがあり、令和元年６月

１日より新たなふるさと納税指定制度が始まり、この制度の基準の中

で、募集に要する費用の割合が決められたため、これまで取り組んで

いた当町の知名度を高めるための ＷＥＢ
ウ ェ ブ

広告を利用した宣伝方法や

動画配信ができなくなりました。このため令和元年度の寄付額は、前

年割れの予想をしておりましたが、１２月だけの大幅な寄付金の増額

により当初の歳入予算額を確保する結果となりました。 

令和２年度も堅実な活動と返礼品の内容の充実など創意工夫をし
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ながら、さらに特産品の開発や掘り起こしにも取り組み、リピーター

の確保と町外においてはＰＲイベントを実施し、さらに多くの方から

ご協力いただけるよう情報発信に努めてまいります。  

令和元年の幌尻岳のシーズンは、天候にも比較的恵まれ多くの登山

客が利用しました。観光資源としての重要性を認識し、施設整備や登

山者への条件整備を行ってまいりましたが、幌尻岳は、渡渉が魅力で

あると同時に事故の危険性もあるため、慎重・冷静な行動と判断が大

事であることから、危険を回避させるために額平川における渡渉時の

事故防止に向けて、町のホームページにおいて登山者の注意喚起に努

めます。令和元年に危険回避ルートの調査を実施しましたが、幌尻山

荘に到達する渡渉箇所を可能な限り排除し、経験の少ない登山者でも

対応できる新たな登山ルートの開削については、極めて困難であり、

現実的には開削整備は不可能と判断し、現行の額平川の渡渉によるコ

ースの危険な箇所の改善や関係施設の連携強化等により安全性と魅

力を高めていくことを、関係者間で確認したところです。 

また、シャトルバスの運行は、交通事故などのないよう安全管理に

努め、全国から集まる登山者に満足していただけるよう対応してまい

ります。 

「ニセウエコランド」は、森に包まれたパークゴルフ場のほかに、

野生のホタルが飛び交うキャンプ場として、町内外から多くの利用者

があります。 
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この恵まれた自然環境を次の世代へしっかりと引き継ぐため、令和

２年度には炊事棟を塗装し、今後も計画的な整備を進めながら、環境

にやさしい施設運営に努めてまいります。 

  

第５ 雇用対策について 

 過疎化の進行や雇用情勢の悪化に伴い、雇用の創出は喫緊の課題と

なっております。 

雇用環境改善、拡大を図るため、求人情報の提供やハローワーク等

関係機関との連携のもと、地域の特性を活かした雇用の創出に努めて

まいります。 

また、国が今後実施する雇用対策について的確な情報確保に努め、

町内雇用の場の確保と地場資源を活用した産業の創造を積極的に進

めてまいります。 

勤労者生活安定資金については、制度活用の需要が多くあることか

ら、継続して予算計上を行い、併せて労働講座等の開催についても 

支援してまいります。 

 

Ⅲ．快適に暮らせるまちづくり 

第１ 土地利用の促進について 

 土地利用については、移住・定住対策の一環として平成２６年度に

完成した二風谷分譲宅地「レラの里」の募集を、令和２年度も引き続
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き実施し、宅地分譲地を募集してまいります。 

また、国保病院の跡地の有効活用や本町地区の公共施設などの配置

計画について、優先順位も含めた具体的な整備方針を庁内プロジェク

ト会議において検討してまいります。 

 

第２ 生活基盤の整備について 

道路施設は、日常生活や地域経済活動を支える身近な公共施設であ

り、町民が安全で安心して暮らせる地域づくりのため重要なものです

が、損傷が目立ち改修や補修を必要とする路線が増大していることか

ら、効率的かつ効果的な改修及び補修が必要となっています。  

事業実施にあたっては、緊急度・優先度を十分勘案するとともに、

投資的効果が高まる道路づくりと事業コストの縮減に取り組んでま

いります。 

令和２年度の町道整備については、川向町界線の舗装新設工事を引

き続き実施し、新規事業として「二風谷作業場線改良舗装工事」に着

手してまいります。 

道路、橋梁、付属施設の老朽化が進んでおり、維持管理費が増加し

ているため、効果的かつ効率的な維持管理・更新を目指し、町道の各

施設の現状把握を行う点検を引き続き実施し、計画的修繕に努めてま

いります。 

橋梁については、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づく点検を行い、
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緊急性の高い橋梁から計画的に補修することとし、令和２年度につい

ては、「仁世宇１号橋架換工事」として下部工１基、上部工製作、護

岸工等を継続施工いたします。 

河川整備については、安全な流路を確保するため、平取第二川等の

堆積土砂の除去を実施するとともに、継続事業として「長知内ヤマダ

の沢改修工事」と新規に「オサツナイ沢河川整備工事」に着手いたし

ます。 

国道整備については、交通安全確保のため歩道設置及び局部改修、

また、災害防止のための道路横断管などの整備促進について、引き続

き関係機関等に強く要請してまいります。 

 道道整備については、現在、令和２年４月の開通に向け「貫気別振

内線」の復旧工事が進められていますが、生活道路として改善が求め

られている道路の早期改修について関係機関に要請してまいります。 

「宿主別振内停車場線拡幅改良事業」についても進捗状況を注視し

ながら、引き続き早期完成を強く要請してまいります。 

交通ネットワークの整備については、町民の足の確保対策として、

道南バスへの生活交通路線維持補助金を引き続き予算計上するとと

もに、ＪＲ日高線のバス転換方針に基づく広域地域公共交通について

も、管内各町、関係機関と利便性・速達性・持続性が向上するように

協議を重ねてまいります。 

地域公共交通の確保については、平取町地域公共交通活性化協議会
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において検討を重ねながら総合連携計画に基づき、本町・振内地区に

おけるデマンドバスなどの運行を行ってまいります。現在、町内で運

行している路線バス・デマンドバス・スクールバス・社会福祉バスな

どの様々な交通手段について、より効率的で住民の皆さんのニーズに

あった交通体系となるよう町全体を見据えた検討を進めてまいりま

す。 

当町では、平成２１年度から光ファイバーによる高速通信網の整備に

合わせ、地上デジタルテレビ放送の難視聴解消・ブロードバンドサー

ビスの提供を行ってきたことにより、町内における情報通信の格差解

消が図られました。今後、これらが公共分野や民間などで有効活用さ

れるよう検討してまいります。 

上水道事業については、町民に安全で安心な水を安定的に供給する

ため、簡易水道施設の適切な維持管理を行うとともに、老朽化した配

水管の更新については、将来に向け安定した給水ができるよう計画的

に整備を進めるため、令和２年度においては、継続事業として貫気別

地区の配水管整備を実施するとともに、量水器及び通信機器の更新に

ついても、計画的に実施して安全で安心な飲料水の供給に努めてまい

ります。 

また、継続事業として「去場地区配水管整備事業」を引き続き実施

してまいります。 

生活雑排水事業については、生活環境の向上と自然環境の保全に欠
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くことのできない事業であることから、令和２年度は、継続事業とし

て「本町地区の区域拡張工事」と新規に「池売雑排水処理施設の改修

工事」を実施してまいります。 

また、生活環境の保全及び公衆衛生の向上、公共用水域における水

質汚濁等の防止を図るため、合併処理浄化槽設置に対する助成を継続

するとともに、既存の汲取り式及び単独浄化槽の改修が促進されるよ

う取り組んでまいります。 

平成２７年度から始まった沙流川流域の洪水調整を主目的とする

平取ダム建設事業は、平成２９年７月にダム堤体の定礎式が行われま

したが、平成２８年の大雨により工事現場が被災したことから、完成

が２年延び令和３年度末となりましたが、その後、順調に事業が進捗

しているところです。 

流域住民の生命と財産を守る平取ダム建設事業の早期完成を訴え

ながら、地元活用について地域の商工業者とともに強く要請してまい

ります。 

アイヌ文化環境保全対策事業については、北海道開発局から引き続

き受託する沙流川流域地域文化調査業務を柱として進めていく予定

となっておりますが、平取ダム本体工事の進捗と並行して文化環境の

保全対策に向けた取り組みが重要な時期となっていることから、この

ための業務を関係団体と連携を強めながら精力的に推進してまいり

ます。 
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また、平取ダム地域文化保全対策検討会における審議やアイヌ文化

保全に関する地域的要望をふまえた対策案が開発局から示されてい

ますので、町としても関係部門が連携・協力して具体化を目指してま

いります。 

 

第３ 町民生活の向上について 

 近年の犯罪は、振り込め詐欺に代表される高齢者や女性を狙った特

殊詐欺が増加傾向にあるとともに、子どもや高齢者を狙った犯罪も多

様化しており、我々の生活を脅かしております。 

このことから、自主防犯意識を高め、町民一体となって安全で安心

できる住みよい地域社会を実現するために「平取町生活安全条例」や

「平取町暴力団の排除の推進に関する条例」を機軸とした犯罪のない

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進し、今後も、警察や防犯協

会などと連携を密にしながら地域安全活動を進めて、事故や犯罪のな

い明るいまちづくりに努めてまいります。 

また、町民の安全確保と犯罪防止のために防犯灯や街路灯の役割は

大きいことから、省エネによる環境への配慮や電気料のコスト削減に

向けてＬＥＤ化を推し進めるため、設置を希望する自治会に対し補助

を行ってまいります。 

 交通安全対策については、町民や関係機関・各団体などとの緊密な

連携のもと各種交通安全活動に取り組んできたところであります。 
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近年の道路交通事故における高齢者の死者数は、平成７年をピーク

に横ばいで推移していますが、全体に占める高齢者の割合は年々増加

していることから、悲惨な交通事故を撲滅するため、関係機関の協力

のもと令和２年度も引き続き各種啓発活動を積極的に推進してまい

ります。 

また、「飲酒運転根絶運動」を展開していますが、未だ飲酒運転に

絡む悲惨な交通事故が全国的にあとを絶たないことから、「高齢運転

者事故防止」「飲酒運転根絶」「スピードダウン」「シートベルト全席

着用」「自転車安全利用」「居眠り運転防止」「デイ・ライト」を重点

目標とし、関係機関の協力を得ながら町民一人ひとりの心に訴える効

果の高い運動を行い、交通事故の防止に努めてまいります。 

 戦没者遺族への支援については、戦没者に対し追悼の誠を捧げ、平

和への誓いを新たにするため、引き続き「戦没者追悼式」を開催し、

遺族会の活動についても支援してまいります。 

 

第４ 防災体制について 

 平成３０年北海道胆振東部地震により、当町では今まで経験をした

ことがない震度６弱を観測し、震災による停電や断水、家屋等の損壊

など大きな被害となりました。 

また、令和元年１０月に関東地方や甲信地方、東北地方などで記録

的な大雨、甚大な被害をもたらした「台風１９号」が記憶に新しいと
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ころですが、近年は気候変動の影響によって、災害がいつ起きるかわ

からない状況となっております。 

防災対策については、災害発生時に迅速かつ的確な対策を行うこと

ができるよう「地域防災計画」に基づき、関係機関と密接な連携を図

るとともに、平成３０年度に改定した「防災ガイドマップ」を活用し、

日頃からいざという時の備えと防災意識の向上に努めてまいります。 

さらに、災害発生時等に有益な情報を、登録いただいた携帯電話や

スマートフォンに遅滞なく提供することができる「平取町防災情報メ

ール」システムを令和元年度に導入しましたので、このシステムへの

登録の普及に努めてまいります。同じく令和元年度に導入した、自治

会などと連携し、日頃の見守りや災害時の避難行動に役立てる「要援

護者・要支援者システム」の活用に向けた取り組みを地域と連携しな

がら構築してまいります。 

また、避難所で使用する生活必需品を計画的に備蓄し、避難体制の

充実に努めてまいります。 

公共治山事業については、林地の保全及び町民の生活安全を守るこ

とから、「貫気別丸山地先の山林」に谷止工を設置し、流域の機能回

復を図ってまいります。 

過去の災害で、山からの土砂流出で農地等に被害をもたらしたこと

から、そのような山地災害等を未然に防止するため、治山施設につい

て今後とも計画的な整備が図られるよう関係機関等に対し、強く要請
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してまいります。 

 

第５ 消防・救急体制について 

消防については、令和元年の火災発生件数は１１件、救急出場件数

は２８０件、ドクターヘリ搬送２件、防災ヘリの要請２件となってお

り、ドクターヘリ・防災ヘリによる搬送は減少したものの、火災・救

急に関しては大幅に増加しました。特に火災件数は、１月から５月の

５ヵ月間で建物火災８件と言う、過去に例を見ない火災発生があった

事から、住宅用火災警報器の設置、更新の促進を行い、予消防の充実

強化に努めるとともに、関係機関との合同訓練を実施しさらなる連携

を深め、消防体制の充実強化を図ってまいります。 

 令和２年度においても、火災等の災害から町民の生命と財産を守る

ため、老朽化した消防ポンプ自動車と資器材の更新を行い、火災防ぎ

ょ体制の充実強化に努めてまいります。 

 救急体制については、高齢者や福祉施設からの救急要請が増加して

いることから、各関係機関との連携強化を図り、救急救命士及び救急

隊員の研修・訓練を重ね、さらなる救命率の向上に努めてまいります。 

 

第６ 住宅の整備について 

公営住宅については、相当数の住宅が老朽化し、建設年度が古い 

住宅では、耐用年数を超えているものもあります。 
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団地毎の老朽化の程度により住宅の建替事業を計画的に進めると

ともに、公営住宅の長寿命化のため大規模改修、維持修繕を進め、  

安心して暮らせる住環境の改善を図ってまいります。 

令和２年度は、本町地区の公営住宅建替のための実施設計を行って

まいります。 

「平取町住宅リフォーム促進事業」に基づく助成は、引き続き制度

を継続するとともに、空き家の改修等にも助成を行いながら対策事業

を推進してまいります。 

 移住定住対策については、「地域おこし協力隊」事業や短期滞在型

の「ちょっと暮らし」事業を継続して実施するとともに、平成２６年

度に創設した民間の賃貸住宅の建設を促進するため、アパートなどの

建設費を支援する「民間賃貸集合住宅整備費助成制度」を継続してま

いります。 

 

第７ 環境対策について 

当町は、日本一の清流「沙流川」が育んだ素晴らしい自然環境に恵

まれ、安らぎと潤いのある生活や生産が営まれる自然と共生する町で

あります。 

 この恵まれた自然環境を破壊することなく、後世に引き継ぐことは、

私たちの最大の使命であることを改めて認識し、町民の協力のもとに

自然環境の保全と美化意識の向上に努めるとともに、「平取町バイオ
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マス産業都市構想」に基づき、令和２年度において公共施設へバイオ

マスボイラー等を導入することにより、地域資源の活用による地域経

済の循環と地域産業の創出を図るとともに、再生可能エネルギーの利

活用を推進するため、家庭用太陽光発電施設の普及などに、引き続き

取り組んでまいります。 

また、平成３０年に策定した「平取町地球温暖化対策実行計画（事

務事業編）」により、二酸化炭素削減による地球温暖化対策として町

管理施設などの照明設備のＬＥＤ化を進め、併せて維持経費の削減に

努めてまいります。 

 公衆衛生については、町民の健康の保持・向上と良好な環境を保つ

ため、ごみの不法投棄の防止並びに公衆トイレ等の維持管理に努め、

各自治会で設置しているゴミステーションの老朽化に伴う新設・更新費

用の助成を令和２年度も引き続き実施するほか、一般廃棄物処理につい

ては、平取町外２町衛生施設組合におけるごみの排出抑制と資源化・リ

サイクル化により循環型社会の形成と推進に努めてまいります。 

 し尿及び汚泥処理については、胆振東部日高西部衛生組合の施設が老

朽化していることから、組合及び関係各町との連携を図りながら対応し

てまいります。 

 有害鳥獣駆除事業については、エゾシカ等による農林業被害がシカ侵

入防止柵等の効果により減少しつつあるものの、依然として生息数の減

少には至っておらず深刻化・広域化しており、交通事故も発生している
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状況にあります。 

北海道が策定する「北海道ヒグマ管理計画、北海道エゾシカ管理計画」

等に基づき、猟友会沙流川支部と連携しながらヒグマ・エゾシカ等の捕

獲対策・食資源等への有効活用を図ってまいります。 

また、猟銃の誤射によるけがや死亡事故を未然に防ぐため、猟友会沙

流川支部と連携しながら注意喚起を行い、事故の防止に努めてまいりま

す。 

さらに、担い手確保対策として、狩猟免許取得に係る費用の助成を引

き続き予算計上したところです。 

特定外来生物であるアライグマについては、生息域が拡大し捕獲頭数

も増加していますので、引き続き「箱わな」の貸出しを行い被害拡大の

防止を図ってまいります。 

 

第８ 景観・公園・緑地について 

 景観計画の推進については、審議会を通じ町民とともに豊かな水辺

や緑の保全等に引き続き努めるとともに、沙流川の豊かな恵みの下に

人々が営々と暮らしてきた「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流

域の文化的景観」をベースとした重要文化的景観が現在９，８４３ヘ

クタールありますが、追加選定に向け、その調査と普及啓発を進めて

まいります。 

また、基幹産業でもある森林・林業の再生と緑のダムとしての機能
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の充実、そして、アイヌの人々が先住民族と認められた現在、かつて

のアイヌ民族のおかれてきた歴史的な経緯をふまえ、アイヌの人々の

権利を尊重し、伝統文化振興・継承のため、自然素材等が安定的に供

給され、古（いにしえ）に数多くの物語が生まれ語り継がれる場とな

った森が守られるようにと、平成２３年４月に三井物産㈱、平成２５

年４月には北海道森林管理局との間で締結した協定は、社会的にも非

常に期待の高いものとして注目されておりますので、引き続き関係機

関と協議・連携のもとアイヌ政策推進交付金を活用し、より一層の進

展を図ってまいります。 

 

Ⅳ．みんなで歩む協働のまちづくり 

第１ 協働のまちづくり 

 住民が主体となり、地域コミュニティの活性化を図る取り組みとし

ての「町民税１％まちづくり事業」は、開始以来１１年が経過しまし

たが、「共に創るまちづくり」の観点から、令和２年度においても引

き続き予算計上しました。各団体においてさらにユニークなアイデア

を重ねた事業が申請されることを期待しております。 

町政への理解と信頼関係を深めるためにも、情報の共有は不可欠で

す。町政に関心を持って参加いただくため、「まちだより」は生活に役立

つ情報の提供を定期的に発信できるよう、月２回を基本とした発行を継

続してまいります。 
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「広報びらとり」は、町民を主役とした親しみやすい内容、特集など

を検討しながら、紙面のリニューアルに取り組み、内容の充実が図られ

るよう努めてまいります。 

町のホームページは、行政の情報発信の手段として、今や重要な役割

を担っていることから、町内外に対し、より解りやすい情報提供ができ

るよう努めてまいります。 

また、町民との対話「ひざ・びらとり」についても、引き続き定期

的に開催し、行政に対する町民一人ひとりのご意見・ご要望をいただ

き、その声を町政の運営に活かしてまいります。 

 

第２ 人権・男女共同参画について 

 女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人など全ての人々の人権が

尊重されるよう、人権教育、啓発を推進するとともに、人権問題に関

する相談体制の充実を図り、平成２８年度から実施している札幌弁護

士会による無料法律相談の開設についても引き続き協力してまいり

ます。 

 男女共同参画については、男女が社会の対等な構成員として、あら

ゆる分野において一人ひとりの個性と能力を発揮することができる

意識の高揚とその実現にむけ環境整備を図ってまいります。 
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第３ 行政運営について 

町の貴重な財源である国からの地方交付税交付金が伸び悩む中、現

下の地方財政を取り巻く環境は、益々厳しい状態が続いています。 

町民の多様なニーズに対応するためには将来負担の軽減と簡素で

効率的な行政運営を図る必要がありますので、行政と町民が果たす役

割を明確にしながら、平成２９年１月に策定した「第５次行財政改革

大綱」を基軸として、この町を未来につなぐために持続可能な行財政

の構築に努める行財政改革の方針を堅持しつつ、一方で、町民に対す

る行政サービスを低下させないよう町の組織機構や事務事業のさら

なる見直しを行い、町民ニーズに効率的・効果的に対応できる組織づ

くりを目指してまいります。 

モータリゼーションの進展や情報通信技術の進歩により、町民の日

常生活圏は 町の境を超えて拡大しており、環境衛生・福祉・消防・

救急など多くの分野において、広域化が求められております。 

 当町は、どの町とも合併しない自立の道を今後も堅持しながら、事

務事業ごとに必要な広域行政のあり方について引き続き検討してま

いります。 

 

第４ 財政運営について 

財政健全化法に基づく健全化判断指標を公開し、これらと総合計画

における財政調整基金の残高確保を予算運営の指針としながら、子ど
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もたちの未来のために、この町を必ず次の世代に引き継いで行くとい

う強い意志を持って、これからも健全な財政運営に更に努めてまいり

ます。 

 

以上、令和２年度の町政執行にあたり、私の主な所信を申し上げま

した。地方自治体を取りまく環境は、非常に厳しいものがありますが、

町民の皆様、町議会議員の皆様のなお一層のご理解とご協力を心から

お願い申し上げ、「令和２年度町政執行方針」といたします。 


