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１．平成３０年度 町政執行方針 

 

はじめに 

平成３０年第１回定例会にあたり、平成３０年度の町政執行に関する所信並

びに主要な施策の概要について申し上げ、町議会議員各位、町民の皆様のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

私が、町民の皆様の負託を受け、美瑛町長として町政の舵取りを担わせてい

ただいてから、５期２０年を迎えようとしています。この間を振り返りますと、

住民の暮らしを守ることを基本として、町の将来を見据えた行財政改革や農業

所得の向上、商工業の振興など地域との連携を模索し協力関係を築きながら、

力強いまちづくりを構築することに主軸をおき、その実現のために邁進してま

いりました。 

その結果として、農産物のブランド化や観光業の振興、「日本で最も美しい

村」連合の推進等によって「丘のまちびえい」が広く定着し、町民が安心して

生活することができる、豊かな地域と暮らしづくりに着実に取り組めたことは、

ひとえに町民の皆様のご協力と町議会議員各位のご指導の賜物であり、心より

深く感謝を申し上げます。 

昨年１１月に発足した第４次安倍内閣は、「生産性革命」「人づくり革命」

を両輪として国の資本を総動員し、日本が直面している「少子高齢化」という

最大の壁に立ち向かう考えを示しました。それに基づき、幼児教育の無償化や

待機児童問題への対処など、子育て世代に対する支援の強化とともに、介護職

の待遇改善による介護現場の担い手確保など、全世代型の社会保障の整備を実

現するとともに、企業による設備や人材への投資を促し、生産性の向上を実現

することで一層のデフレ脱却を図り、誰もが生きがいを感じられる「一億総活

躍社会」の創出を目指すこととしています。 

国際社会においては、隣国の韓国平昌にて華やかに冬季オリンピックが開催

された一方で、昨年から益々緊張の度合いを高める北朝鮮情勢に代表される不

安が払拭されず、予断を許さない不透明な状態が続いております。 

北海道内に目を向けると、ＪＲ北海道の路線見直し問題については、各所で

の議論は行われているものの、いまだ具体的な進展は見えず、地域における生

活インフラの確保はもちろんのこと、その内容によっては道内全域にわたり観

光産業への影響が予想され、早急な対応が必要です。 

このような状況の中での町政の運営については、皆様と共に蒔いてきた「丘

のまちびえい」まちづくりの種が芽吹き、成長を続け花が咲き始め、未来に向
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かってようやく目指すべき「まち」の姿が見えるようになってきたものと実感

しています。 

美瑛町が目指す「豊かな自然と個性あふれる文化が輝く丘のまちびえい」を

実現するため、美瑛町で暮らす私たちが喜びと誇りを感じ、いつまでも住み続

けたいと思えるまち、多くの人々が訪れ感動する美しいまち、安全で美味しい

食に囲まれた豊穣な大地のまちを目指し、将来に向けた多様な政策を効果的に

展開してまいります。 

 

町政に臨む基本姿勢について 

魅力あふれる「丘のまちびえい」は、その歴史が示すとおり、未開の原野に

開拓の鍬を下ろした先人が、苦闘の末に創り出した財産であり、連綿とこの地

で生きた先人達のたゆまぬ努力による尊い汗の結晶に他なりません。この偉業

を基盤として幾多の困難に立ち向かう勇気を持ち、これまで積み上げてきた財

産の継承と磨き上げ、そして心新たにまちの進展の途を町民の皆様と共に歩む

考えであります。 

町民一人ひとりが将来にわたって、いつまでも安心して健やかに暮らしてい

くことができる地域であり続けるために、保健、福祉、医療、子育て環境の充

実をさらに進め、美瑛町で暮らす子どもから高齢者までのすべての町民が、幸

福を感じることができる施策を総合的かつ一体的に取り組んでまいります。ま

た、十勝岳と共に歩んできた美瑛町の歴史や文化、そして町民の生業など地域

を知り、地域の個性を理解し、地域への誇りや愛着を感じられるよう「美瑛学」

として地域文化の習得やスポーツの振興等町民の活動を、町全体で支えること

のできる環境づくりに取り組んでまいります。 

これからの美瑛町の新たな振興に向けては、これまでの「丘」の周遊観光と

「白金エリア」の再構築事業による体験型観光との連携を進め、青い池をはじ

めとする十勝岳の活動に由来する地域資源を最大限に活用し、町内を一体化し

た観光振興に取り組み、「丘のまちびえい」として知られる独特な農村景観が

持つ魅力の保全とその価値など、本町の魅力や多様な観光情報を発信し、まち

の活性化や移住・定住施策につなげてまいります。 

農業においては、農業農村の健全な発展と活性化を図るため、優れた経営能

力を有する意欲あふれる青年等の育成や就農促進、将来にわたって安心して経

営が行える営農環境の整備に取り組みます。また、商工業、観光業との効果的

な連携の中で、美瑛の知名度を活用した美瑛ブランドの一層の強化を図るとと
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もに、景観づくりや農産物の付加価値の創出に向けて、大学や美瑛を応援する

企業との相互協力関係の構築に取り組んでまいります。 

火山活動を続ける十勝岳を有する本町において、噴火に対する備えは欠かす

ことのできないものであり、周到な準備を成すことはもとより、一昨年の災害

を教訓とした大雨等の大規模災害についても平時より備え、防災訓練の実施や

緊急時の避難体制点検整備などをより一層進めてまいります。 

 以上、基本姿勢を申し上げましたが、これ以外にも地域が抱える様々な課題

や私たちを取り巻く社会情勢の変化を「時代の潮流」として的確に把握、判断

しながら長期的展望をもって諸情勢に柔軟に対応し、町民の皆様とともに今後

も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３０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 足腰の強い産業づくり 

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、林業の振興を

図り、経済の基盤を強化するとともに、農林業、商工業、観光業が連携し、足

腰の強い産業構造の形成と雇用の創出に努めてまいります。 

国は、「農林水産新時代」と銘打って、輸出の拡大や森林バンクの創設など

を掲げ、本年からはコメの生産数量目標の配分がなくなるなど、我が国の農林

業は大きな転換期を迎えています。 

本町では、担い手支援の拠点となる「農業担い手研修センター」の運営開始

の年を迎え、農協や農業振興機構をはじめとした関係機関との連携を一層強化

し、未来の農業を担う農業者の育成や支援並びに担い手の確保に取り組んでま

いります。 

農業経営の安定化に向けては、重点作物に位置付けているトマト増反への支

援を拡充し、農業労務確保対策に引き続き取り組むほか、農業、食、観光の連

携を通じた都市と農村の交流をはじめ、町内産農産物の高付加価値化、ブラン

ド化の推進に向け、関係団体との連携を図ってまいります。 

このほか、農産物の品質向上を図るため、土づくり支援を継続するとともに、

有機栽培や農薬・化学肥料の低減などによる、環境保全効果の高い営農活動に

対する支援、さらに、中山間地域等直接支払制度等を活用した各種施策を展開

し、農業の基盤強化に取り組みます。 
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畜産業については、生産者と関係団体が連携した防疫活動を行い、安心・安

全な畜産物づくりを進めるとともに、粗飼料自給率向上を図り、良質な飼料を

生産するため、基盤整備事業に係る計画策定を進めます。また、町営白金牧場

の運営においては、預託された育成牛を適正に飼養管理し、酪農家の負担軽減

を図ってまいります。 

生産基盤の整備では、農地整備の事業化へ向け、地域との協議を進めるほか、

土地改良区への支援を行い、また、農業農村の維持管理においても、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事業の活動を支援し、良好な農

村環境の保全に努めてまいります。 

林業の振興において政府は、地球温暖化防止や国土保全のため、森林管理を

行う財源として森林環境税が創設されることから、本町においては、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、関係機関と連携しな

がら計画的な民有林の整備を進め、木材の利用促進にあたっては、町民プール

への木質バイオマスボイラー導入や町と森林組合が一体となって取得する森林 

認証などの取り組みを通じて、森林資源の循環利用を推進してまいります。 

商工業の振興について、引き続き本町経済の活性化を目指し、商工会と連携

を図り、町内の中小企業者等が抱えている課題や、より一層の経営改善を進め

るための費用について、経費の一部を補助するなどの支援を行い、地域の原動

力となる中小企業者等の活性化を引き続き推進してまいります。 

また、空き店舗に対する対策として、町内中心市街地の商業地域内における

空き店舗を活用し創業する方に対し開業に必要な費用の一部を補助し、中心市

街地の賑わいづくり及び雇用拡大、移住・定住施策につながるよう推進してま

いります。これからも地域経済の循環を期待しながら、雇用の確保と経済の活

性化に努め、あわせて年々増加するインバウンド受入体制のネットワーク構築

に向けた取り組みを進めてまいります。 

中心市街地の賑わいづくりの中核施設として運営している「ふれあい館ラヴ

ニール」、道の駅びえい「丘のくら」においては、物販、宿泊、体験、食事等

が連携した一体的な事業展開を進め、観光客だけでなく、住民の方たちも喜ん

でもらえる施設運営を行っていくとともに、「丘のまち交流館ビ・エール」に

おいても、さらなる施設の有効活用と満足度の向上に向けた取り組みを、関係

団体とともに強化してまいります。 

美瑛町には、十勝岳の裾野から湧き出る白金温泉をはじめ、多くの観光資源

が存在しています。今年度は、これまで課題となっていた道道十勝岳温泉美瑛

線の渋滞緩和を図るため、町道美望ヶ原ビルケ線の改良舗装事業を進めるとと
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もに、青い池周辺の環境整備として駐車場やトイレ及び売店の整備を、事業賛

同者からの寄付によって事業を推進するクラウドファンディングを活用して進

めてまいります。また、市街地や丘エリアとの有機的連携を図るべく、道の駅

びえい「白金ビルケ」として申請中の白金観光拠点施設を山岳観光と丘陵観光

をつなぐ拠点施設として、本町に訪れる観光客に様々なアウトドア・スポーツ

等の地域情報を発信するとともに、利便性の確保に努めてまいります。 

美瑛町には、農林業の営みによって創り出される四季折々に変化する美しい

農業景観を求め、国の内外から多くの人々が訪れ、今では誰もが思い描く「丘

のまちびえい」は、世界的に注目を集める写真の聖地となっています。先人が

創り上げてきたこの農村風景を写真に残し、次世代に引き継ぐための対策とし

て、美瑛町の撮影ルールの発信、撮影スポットの設計などに取り組み、美瑛町

を訪れる人々と観光業や農林業が共生できるよう、写真による地域の人々との

交流を図ってまいります。また、大村村山地区の旧デッカ跡地につきましては、

映画ロケ地等の整備を行い、魅力ある観光資源として活用できるよう、地域の

活性化につながる取り組みを進めてまいります。 

近年、本町におけるサイクリストを中心とする体験型の観光人口の増加にと

もない、サイクルツーリズムを推進するべく受入環境の整備として、既存の遊

休施設の改修を行い、より一層交流人口の増加を目的として、まち全体での体

験型観光の普及による地域の活性化を促進していきます。 

自然と人の営みによって育まれた美しい丘陵景観を舞台に「丘のまちびえい

ヘルシーマラソン」「丘のまちフェスティバル」「丘のまちびえいセンチュリ

ーライド」「寬仁親王記念丘のまちびえい宮様国際スキーマラソン」などのイ

ベントにつきましては、ボランティアなど町民の皆様のご支援のもと、一層魅

力ある大会運営に努め発展させてまいります。 

地方創生の柱である移住・定住対策につきましては、人口問題解決のために、

空き家情報バンク制度の活用や、美瑛町定住促進住宅、美瑛町二地域居住体験

住宅の活用などの住環境を提供し、ＵＩＪターン希望者の受け入れ体制の構築

を強化し、移住者と地域をつなげるよう活性化を図ってまいります。 

「一般財団法人 丘のまちびえい活性化協会」の運営においては、「丘のま

ちびえい活性化プラン」の達成状況の検証を行い、次期計画の策定に向けた取

り組みを進めるとともに、「丘のまち交流館ビ・エール」を拠点とした地域文

化の発信や交流の促進を図ります。また、美瑛プレミアムブランドを１つの手

段として、食の情報発信などに取り組み、昨年度から取り組みを進めている美

瑛ＣＲＭ展開事業を活用して、観光客等に関するマーケティングデータベース
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を作成し、情報分析を行うことで効率的、効果的なプロモーション展開の基礎

を形成する、顧客データベースの構築についても進めてまいります。 

特に、ＤＭＯ法人としても関係団体、町民の方々も含め幅広く連携しながら、

観光情報の戦略的発信や観光資源を有効に活用した滞在型、通年型の観光地域

づくり、まちの活性化に向けた取り組みを強化してまいります。 

 

第２ ともに支え合うまちづくり 

少子高齢化社会を迎えて、住み慣れたまちで健康で安心して暮らし続けられ

るよう、保健、福祉、医療、子育て支援などの施策を一体的に展開していく必

要があります。 

安心して子どもを産み、育てられる環境づくりと、町民が互いに支え合いなが

ら健康で生きがいを持って暮らせるまちづくりを引き続き進めてまいります。 

子育て支援では、「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子育て環境の

充実と妊娠、出産、子育てに至る広い範囲にわたる支援に取り組んでまいりま

す。 

保育所や幼稚園の保育料については、町独自の子育て支援策として、昨年９

月から実施している保育料の半額軽減を引き続き実施するとともに、一時預か

り事業、学童保育事業、乳幼児から中学生までの入院・通院にかかる医療費の

全額助成のほか、健やか未来応援事業や各種母子保健事業など、一体的な子育

て支援の推進に取り組みます。さらに、保育の担い手確保のため、「びえい子

育て応援団」の保育士等の処遇改善を昨年に引き続き進めてまいります。 

へき地保育所では、建設から４４年が経過し、老朽化が著しい美沢へき地保育

所の実施設計に着手するなど、保育環境の充実に努めてまいります。 

また、学校法人が運営している私立幼稚園の認定こども園への移行新設に当

たり施設整備の支援を行い、町内において保育、教育が必要な子どもの受け入

れ体制の充実を図ります。 

妊娠・出産支援としては、不妊治療費用の助成、妊婦健診の公費助成、母子

健康相談など妊娠から出産、育児に至るまでの一貫した支援体制の強化に努め

るとともに、新たに新生児聴覚検査費用や１か月児健診、産後健診、母乳外来

受診費用に対する助成事業として「産後母子ケア費用助成事業」に取り組みま

す。 

高齢者福祉では、平成３０年度から平成３２年度までの新たな「高齢者福祉

計画」及び大雪地区広域連合の「第７期介護保険事業計画」に基づき、関係機

関が連携し、住み慣れた町で安心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシ
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ステムの推進、介護予防、在宅福祉サービスの取り組みの一層の充実に努めて

まいります。 

 また、高齢者等の権利擁護を図るため、成年後見制度の利用促進や市民後見

人の養成に取り組むとともに、認知症高齢者の理解促進に向けた認知症予防支

援事業の実施、地域支援事業の新総合事業の推進、関係機関や行政区、町内会、

老人クラブなど関係団体と連携し、地域サロン活動や地域高齢者等の支え合い

活動などを一層推進してまいります。交通支援では、高齢者、障がい者のハイ

ヤー利用助成制度を引き続き実施し、通院、買い物等における交通支援の充実

を図ってまいります。 

障がい者福祉では、平成３０年度から平成３２年度までの新たな「第５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られるよう、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。 

健康づくりでは、「健康マイレージ事業」を継続し、町民の健康意識の高揚

を図るとともに、予防、健康づくりに対する普及、啓発に取り組んでまいりま

す。 

町民の健康寿命を延ばすため、保健師による個別訪問の取り組みを強化し「 

第２期データヘルス計画」と「第３期特定健診等実施計画」に基づいた生活習

慣病の発症予防と重症化予防を推進し、きめ細かい健康相談、個別支援の充実

に努めます。また、がんの予防及び早期発見には、検診を受けることが有効で

あることから、検診の必要性をより広く浸透させるための広報等を活用した啓

発活動や、特定の年齢の方を対象とした乳がん、子宮頸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、検診推進事業に取り組んでまいります。 

町立病院は、町民が健康で暮らし続けるために、大きな役割を担っておりま

す。しかしながら地域医療を取り巻く環境は、国における医療費抑制政策の影

響や診療報酬の改定、医師等の医療スタッフ不足から厳しい状況が続いており

ます。また、町立病院は築後２０年が経過し、建物や医療機器の計画的な修繕

や更新を進めていかなければならず、経営的に厳しい状況にあります。 

こうした状況の中ではありますが、療養病床の導入や町立病院新改革プラン

の策定など、経営改善と安定化に向けた取組みを進めており、引き続き町民の

皆さまが安心して暮らし続けることができるまちづくりを進めるため、旭川医

科大学や各医療機関との連携など、より充実した医療サービス提供に向けた体

制づくりに努めてまいります。 
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第３ まちを動かす人づくり 

美瑛町の将来が持続的に発展を遂げるためには、人々が深い絆で結ばれた地

域社会が健在であり続け、次代を担う青少年が健全に育つとともに、町民が健

康に長寿を享受できる社会の実現が必要であります。そのために欠くことので

きない重要な課題の一つが、「人づくり」であることから、関連する事業の一

層の充実と、各世代のニーズに応じた学習機会の提供に取り組み、継続的な事

業展開に努めてまいります。 

団体活動を通しての連帯感、責任感、自発性を養うことで児童生徒の将来に

向けた意識の高揚を図ることを目的に実施している「少年少女道外研修」は、

美瑛町と異なる地域の歴史、文化、産業等の多種多様な知得や体験を通して自

分自身の再発見、多角的なものの捉え方や考え方を養い、生まれ育った郷土に

ついて学ぶ意欲や郷土を愛しむ心を持つきっかけを創出するとともに、豊かな

心と健やかな体を育む機会となるよう引き続き実施してまいります。また、様 

々な学習機会において美瑛高校生が事業サポーターとして活動し、町民との交

流や様々な体験を通してコミュニケーション能力の向上を図るなど、将来の地

域活性化を担う人材の育成に取り組んでまいります。 

文化芸術の振興につきましては、町民の皆様に優れた芸能や芸術に触れる機

会を提供し、多くの感動体験を生むことで感性を豊かにし、社会全体を活性化

する上で大きな力となるものであります。町民一人ひとりが心の豊かさを実感

できる、ゆとりと潤いに満ちた地域社会の実現のために、引き続き、町内の芸

術文化団体の活動を支援し、町民センターがあらゆる世代の町民が集い、学び、

交流できる多様な活動の場として活用される拠点施設となるよう、今後も幅広

い文化芸術活動に取り組んでまいります。 

地域人材育成研修交流センターにつきましては、官民が異業種交流を通して

多様な価値観に触れ、相互理解を深め、互いに連携協働し地域課題を解決する

能力を向上させ、幅広い視野と見識を持つ人材の育成につながる取り組みの拠

点となっており、今後も地域の交流の場として、また、新しい学びや様々な枠

組みの交流の拠点として、幅広く活用されるよう運営してまいります。 

スポーツの振興につきましては、町民の皆様が世代を問わず、安全にスポー

ツに親しむことができる、生涯スポーツ社会の実現に向けた取り組みを推進し

ます。健康増進や体力づくりの側面から継続してスポーツ教室にも取り組み、

また、子どもから大人まで誰もがスポーツを身近なものとして触れ、様々な種

類のスポーツを体験し、持続できるきっかけづくりの場を提供するなど、気軽

に運動ができる体制づくりを目指すとともに、丸山橋パークゴルフ場及び新区
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画パークゴルフ場の利用については、町民の皆様の個人利用に対し、使用料を

免除し多くの方々に利用される環境づくりに努めてまいります。 

また、本年の開設に向けて建設を進めている美瑛町民プールでは、町民の体

力増進と健康づくりのために、年間を通して子供から高齢者までが安全で安心

して楽しむことができる施設の整備を進めてまいります。 

丘のまち郷土学館につきましては、本町の持つ豊かな自然や開拓者をはじめ

とした先人が今日まで培ってきた歴史や文化等、様々な時代の貴重な品々や各

種資料を末永く後世に継承するとともに、天文の基礎的理解から観測まで、幅

広い利用が可能であることから、町民をはじめ地域や学校及び各種団体等多く

の人々が気軽に訪れ、美瑛の歴史や文化に触れ、自分の住む町を深く知り、郷

土に誇りを持つとともに、より多くの方々へ美瑛町の良さを語ることができる

「美瑛学」の学習の場として取り組んでまいります。また、十勝岳ジオパーク

については、活動の拠点を丘のまち郷土学館に置いて、多くの地域資源の魅力

やその活動を広く発信し、引き続き活動の推進を図ってまいります。 

学校教育につきましては、美瑛町の地域資源を生かした教育と地域社会が連

携する新たな未来づくりを基本方針とする「美瑛町教育大綱」に基づき、子ど

もたちの健やかな成長と発達を促すために総合的に推進してまいります。特に、

「美瑛町地域教育推進会議」においては、本町の教育全体を支え合える仕組み

づくりを検討いたします。また、平成２９年度に導入されたコミュニティ・ス

クールは、教育や地域の課題を学校・家庭・地域、三者で熟議し解決する取り

組みであり、その機能の充実と活性化を図る中で、学校を核とした生き生きと

した地域づくり、まちづくりを進めてまいります。 

学校施設では、将来を考慮した中で地域の拠点としての学校施設の機能確保

を図るべく、明徳小学校の改修に係る整備計画をつくり、学習環境の充実に向

けた取り組みを進めてまいります。 

地域における最高教育機関であり、地域の活力になる美瑛高等学校の存在は、

まちづくりに果たす役割が非常に大きなものとなっています。 

近年の少子化が進行する社会情勢の中で、高校の存続が憂慮される状況にあ

りますが、地域における中等教育の拠点として、高校の存続と魅力化を図るた

め、コミュニティ・スクールを導入する美瑛高校と地域が、パートナーとして

連携協働し両者がビジョンを共有する中、生徒の学びや活動を支援する地域の

基盤整備に努め、美瑛町の特色を活かした高校づくりを推進することができる

よう北海道教育委員会とも連携し、生徒や教育活動に対する支援の充実につい

て積極的に行ってまいります。 
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第４ 安全・安心なまちづくり 

 潤いのある街並み空間と、安全で安心な生活空間をつくるには、公共事業の

役割は非常に大きいものがあります。昨年度策定した街路樹等景観整備計画は

街並み空間をつくり出すとともに、生活空間に潤いを生み出します。 

 町道の整備につきましては、移動の円滑化及び維持管理コストの軽減を図る

ため、町道朗根内上俵真布線道路改良舗装事業を始め、継続８事業を推進して

まいります。また、平成２８年８月の大雨で被災を受けた両泉橋については、

早期完成に向けて取り組んでまいります。 

 美瑛中心市街地区の都市再生整備計画事業につきましては、本年度丸山通り

線道路改良舗装事業が完了し、一連の美瑛中心市街地区の整備が終わることか

ら、美瑛駅から丸山通りにかけての良質な街並み空間の創出による、町民や観

光客の周遊を促進します。 

橋梁維持修繕については、橋梁の定期点検を引き続き行い、道路維持修繕で

は、住民生活及び地域産業の安定した基盤を作り出すために、交通安全施設や

除排雪対策、大雨等の異常気象に備え安全かつ円滑な交通確保を行います。町

が管理する河川におきましても、継続して維持補修に努めるとともに、町道や

河川の草刈り、清掃などの環境整備に町民の皆様のご協力を得ながら、引き続

き道路河川愛護会事業への支援及び多面的機能支払交付金事業と連携し取り組

んでまいります。 

 町民の交流の場である公園やパークゴルフ場においては、適正な管理と維持

修繕に努めるほか、丸山公園については園路の一部を改修します。 

 水道事業については、老朽化に伴う機器の更新及び２年目を迎える市街地の

漏水調査を実施し、安定した給水事業を行うとともに、経営基盤の強化と財政

マネジメントの向上を図るため、水道事業会計経営戦略策定業務を実施します。 

 下水道事業については、循環型社会を図るため実施していた、コンポストヤ

ード整備事業が完了したことにともない、今後生産される堆肥を公共施設等へ

有効利用いたします。また、下水道施設の長寿命化計画としてストックマネジ

メント全体計画策定業務を実施します。 

 しろがねダムについては、一昨年の大雨で被災した堤体の改修を引き続き行

い、最低限の湛水量を確保しながら、適切な管理のもと農地等の保全を図って

まいります。 

住環境の整備については、公営住宅等の長寿命化を目的とした適正な管理、

周辺の生活環境に配慮した計画的な除却を進めてまいります。 
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環境衛生、廃棄物対策につきましては、引き続き分別収集の徹底や地域にお

ける集団資源回収への支援を行い、ごみの減量化及び再資源化を進めるほか、

不法投棄の防止に努めてまいります。また、老朽化した汚泥処理施設の設備修

繕を計画的に行い、合併処理浄化槽から排出される汚泥等の安定した処理能力

の維持に努めてまいります。 

防災対策につきましては、一昨年発生した大雨災害を教訓として、消防とも

日頃からの連携を密にし、また、気象台や北海道開発局、北海道などの各関係

機関とも連携を図りながら万が一の事態に備えるとともに、町民の皆様に対し

ましては、現実に即した防災教室の実施や広報紙による防災情報の提供を行う

ことで、より一層防災意識の向上に取り組んでまいります。 

自主防災組織の設置につきましては、現在、設置に向けた活動を行っていた

だいている町内会もあり、その必要性の理解が広まってきていることから、各

行政区や町内会においては、地域における防災士の育成とその資格を持った方

が中心となって、町と地域との防災に関するコミュニケーションが図れる手法

を検討しながら、地域の自主的な共助活動の推進に努めてまいります。 

十勝岳の火山防災につきましては、現状、目立った変動はないものの、長期

的に見ると活動が高まる可能性があり、今後においても十分注意が必要な状況

であることには変わりありません。また、最近、日本各地で前触れもなく突如

として噴火が起こり、噴火活動の活発化から噴火警戒レベルを引き上げる火山

もあることから、国もその警戒体制を強める動きにあります。今後も砂防事業

の整備拡充や早期完成に向けて、関係機関と一層の協議を進めるとともに、こ

れまで行ってきた十勝岳噴火総合防災訓練内容の取り組みを通して、火山防災

対応力の一層の充実に努めてまいります。また、十勝岳望岳台防災シェルター

につきましては、昨年度は年間９万人の方々が訪れました。今後においても、

十勝岳の魅力や防災情報を発信しつつ、突発的な噴火の際に観光客や登山者の

命を守る防災施設としての機能を十分に発揮できるよう、適切な運営を行って

まいります。 

昨年二度にわたり発動した全国瞬時警報システム（Ｊアラート）については、

平成３１年度以降、現行機種での情報受信ができなくなるため、新型受信機へ

の更新を行い、緊急時の情報発信体制を維持してまいります。 

 

第５ みんなで歩むまちづくり 

先人が築いてきた農村景観や文化を守り、オンリーワンの魅力を持つ「丘の

まちびえい」の発展を一層促すため、「美瑛町日本で最も美しい村づくり協議
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会」を中心とした環境美化活動の推進、景観づくりに関する研修やセミナーへ

の参加促進等、景観を保全し守り育てるための意識の醸成を図り、「美しいま

ちづくり」への町民参加と協働を進めてまいります。また、「日本で最も美し

い村」連合の加盟地区町村やサポーター企業との連携をさらに深め、地域資源

の有効な利活用と連合活動の推進、事例学習及び人的交流の拡大を行うことに

より「丘のまちびえい」の情報発信を推進してまいります。 

景観づくりについては、「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」に基づく景

観重要建造物や景観重要樹木、周辺環境の保全に努めるとともに、専門知識や

蓄積された事例などを持つ企業や北海道大学、関係機関とも連携し、市街地を

含む美瑛町全体の魅力ある景観づくりを推進してまいります。 

高度情報化社会への対応については、情報の高速化や大容量化が進み、私た

ちの生活に欠かせないものとなっております。平成２９年度は、本町の光ファ

イバーを利用したブロードバンド加入者数が２千件を超え、世帯の約４割の方 

々にサービスを利用していただいております。これらの需要は、今後もさらに

高まることが期待されており、引き続き情報通信基盤の適切な管理運営に努め

てまいります。また、ＩＣＴの普及にともない、公共施設等におけるＷｉ－Ｆ 

ｉサービス提供エリアの一層の拡充が求められておりますが、本町としまして

は、災害時に多くの避難者が見込まれる指定避難所に公衆無線ＬＡＮを設置し、 

避難された方々が災害に関する情報を迅速に取得できる環境を整備してまいり

ます。 

情報発信については、本町の魅力をより分かりやすく伝えるため、広報紙を

はじめホームページやＳＮＳ等も効果的に活用し、きめ細やかな発信に努めて

まいります。 

町税につきましては、税法に基づき適正な課税を行うとともに上川広域滞納

整理機構とも連携を図り、引き続き滞納額の減少に努め、コンビニ収納サービ

スの導入など納税者の利便性向上に努めてまいります。 

行財政の推進につきましては、町政の様々な分野においての課題を捉え、優

先的に取り組むべき事業を実施し、予算執行にあたっては、将来負担に配慮し

た効率的な財源の活用を行い、町民満足度の向上を図るべく、適正な行政サー

ビスの提供と安定した財政基盤を確保しつつ、引き続き財政の健全化に努めて

まいります。 
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むすびに 

 以上、平成３０年度の町政執行に臨む所信並びに主要な施策の概要について

申し上げました。 

少子高齢化、人口減少時代に突入し、地方自治体においては地方創生に向け

た取り組みが本格化する中、町の活力と魅力を高め真に幸せを実感できるまち

づくりを実現するため、さらなるまちの自立と安定した暮らしづくりに取り組

むことが必要だと考えております。 

まちづくりは、実際に暮らす私たちが地域を深く知るための地域学からはじ

まると考えています。毎日の生活の中で気付き、学び、磨き出した大切な宝物、

「地域資源」を価値として認識した時、地域に強い愛着と誇りを感じていきま

す。 

私たちには、それぞれが有し顕在化している「知恵」、あるいは潜在化した

まま気づかなかった様々な分野で強みとされる「力」があります。一つの灯火

は、小さなひと隅しか照らすことができませんが、それに共鳴した人たちが集

まり大きな灯りになれば、全体を明るく照らすことができます。 

地方自治は、独自の知恵や潜在力を発揮して地域を「経営」していく時代と

なってきております。地域に住む我々がその力を皆で共有し、表層的な成長重

視ではない、まちに受け継がれてきた自然や文化、人々のつながりによって表

現される「幸せで豊かな暮らし」を自ら実現することができれば、「丘のまち

びえい」の魅力が水紋のように広がり、結果として何世紀も先の未来に向けて、

力強く「日本で最も美しい村」づくりが持続していくことを確信しています。 

以上を常に理念とし、新年度も全力を挙げて町政の執行に取り組んでまいり

たいと存じます。 

 町議会議員各位並びに町民の皆様の、一層のご支援とご協力をお願い申し上

げ、平成３０年度の町政執行方針といたします。 
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２．平成３０年度 教育行政執行方針 

 

平成３０年第１回定例会の開会に当たり、平成３０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。 

 

知識・情報・技術をめぐる変化の速さが加速度的となり、情報化やグローバ

ル化といった社会的変化が激しく、将来の予測が困難な時代にある中、子ども

たちが自信をもって自分の人生を切り拓き、よりよい社会をつくり出していく

力を身に付ける教育の実現が必要です。 

この実現には、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく

育成し、学校・家庭・地域の連携・協働による教育の推進を図りながら「生き

る力」を確実に育んでいくことが求められます。 

学ぶことと自分の人生や社会とのつながりを実感しながら、自らの能力を引

き出し、学習したことを活用して、生活や社会の中で出合う課題の解決に主体

的に活かしていくことができるよう、「確かな学力」などの教育を推進する社

会に開かれた教育課程を充実させる必要があります。 

また、インクルーシブ教育システムの理念の推進に向けて、一人ひとりの子

どもたちが、障がいのありなしに関係なく、個々の違いを認め合いながら、共

に学ぶことを追求することは、誰もが生き生きと活躍できる社会を形成してい

く上で重要です。今後も、特別支援教育を着実に推進する必要があります。 

さらに、子どもたちが夢と希望を抱き、明確な目的意識をもって日々の学校

生活に取り組みながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や

態度を育むキャリア発達を促すため、ふるさと美瑛の歴史や文化、自然などと

かかわる体験活動を重視した教育の推進を図ることが必要です。 

それらの礎となる心身の健全育成には、道徳教育を中心に倫理観や感性など

の豊かな人間性を育むこと、そして体力の向上に向けた取組が求められていま

す。 

学校は、教職員に対する信頼性を高め、家庭・地域との絆を深め、連携・協

働する地域とともにある魅力ある学び舎でなければなりません。そのためには、

それぞれが責任をもって教育的役割を果たすとともに、学校の教育方針を共有

し、相互に連携・協働するための仕組みを整え、学校・家庭・地域が三位一体

となって子どもを育てる、コミュニティ・スクールの推進・充実が必要である

と考えます。 
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こうした中、次期学習指導要領では、「知識・技能」「思考・判断・表現等」

「学びに向かう力・人間性等」を観点として、現在、取り組んでいる教育活動

をさらに充実していくことが重要であると示されています。 

美瑛町教育振興基本計画が示す教育の目標や方向性を基に、子どもたちの学

びを支援するほか、人生１００年いくつになっても学べる幸せづくりに向けて、

町民一人ひとりが充実した生活を送り、自己実現を図っていく生涯学習の場が

求められています。生活スタイルが多様化する中、要望に応えるため、時代の

ニーズに合った学習機会の提供と情報発信を行い、活力があり、元気に満ちた

まちづくりに向けた社会教育を推進していく必要があります。地域の教育力の

向上を図りながら、町民の皆さまが豊かで生きがいに満ちた暮らしが実を結ぶ

ように、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。 

 

【学校教育】 

１ 社会で活きる力の育成 

「確かな学力」などのバランスのとれた教育に向けて、各種調査などを活用

した組織的・計画的な学校評価を踏まえ、学校改善プランなどに基づく検証改

善サイクルを作成し、教育課程の工夫・改善を図ってまいります。そのために、

各学校での校内組織体制の改善・充実、年間指導計画に基づいた学力向上のた

めの各種取組、授業の目標を示し見通しや振り返りによる学習活動など、日常

の授業の充実を図るよう努めてまいります。また、どの学校でも校内で共通し

た学習規律の徹底を図り、一貫した指導の確立を目指した取組を進めてまいり

ます。子ども一人ひとりにきめ細かな対応と指導の充実を図るため、教育指導

助手を引き続き配置します。 

基礎学力の定着を図るために、各学校で取り組んでいる長期休業中の学習サ

ポートや、教育委員会が主体となった「学習ルーム」を開設します。土曜日を

有意義に過ごすために設けている「土曜学習」事業などの学習指導のほか、家

庭における望ましい生活習慣の定着を図ることを目的とした「通学合宿」を実

施してまいります。 

さらに、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた学習の充実のため、

子どもたちが日々の学習に興味と関心をもって、意欲的に取り組むことができ

るよう、ＩＣＴ機器を有効に活用し、分かる授業の実現や情報活用能力の育成

など、授業の質的向上に向けて引き続き取り組んでまいります。 
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小学校では、新学習指導要領が平成３２年度から完全実施となります。３・

４年生の外国語活動の導入や５・６年生の外国語の教科化に向けて、本町では

平成３０年度から先行して実施します。子どもの意欲を高める適切な教材の整

備や確かな指導力をもった教員の育成、これまでと同様にすべての授業に外国

語指導助手などを配置し、外国語教育の推進に努めてまいります。また、外国

語が堪能な人材の活用や教員の授業づくりを指導・助言する専門指導者を確保

し、指導体制の充実を図ってまいります。 

本町における特別支援教育は、個々の障がい特性に合わせた指導の充実を図

るとともに、保健・福祉担当部局や各関係機関と連携を図りながら、早期から

の就学相談や教育相談など将来を見据えた支援に取り組んでいます。 

昨年度、文部科学省事業の「特別支援教育の視点を踏まえた学校経営構築研

究開発事業」の指定を受け、教職員を対象とした研修などを通して、子どもの

見取りを専門的な視点から捉え、特別支援学級や通級による指導のありなしに

関わらず、柔軟な校内支援体制や教職員の指導力の向上に努めてまいりました。

今後におきましても、これらの成果を受け、引き続き取組を進めてまいります。 

また、障がいのある子どものみならず、障がいがあることが周囲から認識さ

れていないものの、学習又は生活上困難のある子どもたちにも対応しながら教

育を行っていくことを、学校経営計画に位置付けし、教職員間での情報共有や

共通認識を図ってまいります。さらにこれまで同様に、様々な機会で学校や関

係機関などを通じて情報を提供し、特別支援教育について保護者などの理解を

得るよう取り組んでまいります。特別支援教育の更なる充実と発展を期して、

引き続き特別支援教育専門員を配置します。 

自分が生まれ育った美瑛についての学習を通して、郷土への愛着や郷土の中

での自分の生き方を考え、子ども一人ひとりが自らの可能性を引き出すことが

できるよう、小学校３年生から小学校６年生まで、「十勝岳の歴史と防災」や

「地域学」、「地域資源を活用したまちづくり」等、発達段階を考慮した内容

でのふるさと学習に、引き続き取り組んでまいります。中学生においては、自

己実現を図るための学習の機会として、各界の第一線で活躍されている方を講

師に招き、進路に関する講話や職業体験学習のほか、自分の将来の職業選択に

ついてより高い理想を育ませるため、新たに道内研修を実施するなどキャリア

教育を引き続き推進してまいります。また、スポーツ選手や芸術家などの指導

により、夢や目標をもち続ける意識を育む等の取り組みも進めます。 
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２ 豊かな心と健やかな体の育成 

 子どもたちに倫理観や感性などの豊かな人間性を育むために、小学校におい

て、平成３０年度から道徳が教科化されます。子どもたちが、答えが一つでは

ない課題に向き合い、道徳的価値について考え、議論するなど、道徳性を育む

指導に努めてまいります。 

いじめや不登校の問題の対応には、美瑛町生徒指導連絡協議会を通して、小

学校・中学校・高校が共通認識を図り、学校・家庭・地域が連携し、「児童生

徒理解教育支援シート」を活用しながら「未然防止、早期発見・早期対応」に

努めてまいります。また、小・中学校間での引き継ぎなど、連携を図り、中１

ギャップ等による不登校問題などの未然防止に向けた取組を進めてまいりま

す。児童生徒や保護者が適切な教育相談が受けられるよう、心の教室相談員の

定期巡回やスクールカウンセラーの配置など、教育相談体制をさらに充実して

まいります。 

高度情報化の影響を受け、コミュニティサイトなどの利用による被害が増大

しています。その未然防止のために、フィルタリングの重要性や必要性、年齢

などに応じた利用を促し、保護者、警察などの関係機関の協力を得て、正しい

ネット利用の定着に向けた、情報モラル教育の充実を図ってまいります。 

 本町の子どもたちが，幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校を通し，連続

した学びの中で「生きる力」を育むことができるよう、美瑛町教育推進協議会

での情報の交流と共有化等の取組を充実させてまいります。 

 学習の場であり生活の場である学校において、他者との関わりを深め協働す

る力の育成に向けて、各教科等における言語活動及びコミュニケーション能力

を高める学習活動の充実を図ってまいります。 

また、中学校教職員による小学校への「出前授業」をはじめ、授業公開や授

業交流などにより、学習指導の専門性を高め、授業改善を図るよう進めるとと

もに、９年間を見通してさらに小中連携を深めてまいります。 

 子どもたちにとって読書をすることは、言語活動を促すとともに、感性を磨

き、創造力を豊かにし、人生をよりよく生きる力を身に付ける上で欠かすこと

のできない活動です。読むことは、情報を主体的に読み解き、思考力形成に重

要であるといわれております。学校図書館は、町の図書館と連携しながら、子

どもたちの自主的な読書活動を支援するために、学校図書館司書を巡回配置す

るほか、学校図書館システムを有効に活用することにより、本が必要なときに

は、何時でも入手することが可能となることから、利用する子どもたちの増加

が期待されます。今後も、読書環境、学習環境の充実を進めてまいります。 
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 体力の向上は、心身の健全な発達を促すとともに、精神的なストレスの発散、

生活習慣病の予防など、健康の保持・増進に欠くことのできないものです。子

どもの頃から体を動かし、運動に親しみ、健やかで活力ある生活を送ることが

できるよう、学校教育の様々な活動を通して運動の習慣化を図っていく必要が

あります。 

 全国体力・運動能力、運動習慣調査の結果を踏まえるとともに、町内全児童

生徒が新体力テストの継続的な実施による体力・運動能力などの把握、その課

題解決に向けた「一校一実践運動」による特色ある体力向上の取組とその充実

に努めてまいります。 

また、これまでの取組で得られた運動習慣の定着や体力手帳などの活用を図

りながら、日常生活において体を動かす機会の設定やスポーツイベントへの参

加促進など、学校・家庭・地域が一体となった子どもたちの運動機会の確保を

今後も進めてまいります。平成３０年度完成予定の町民プールは、全天候型で

あるため、通年を通しての授業や放課後活動等、子どもに合った体力向上が期

待されます。 

道教委の「子どもの体力向上ボトムアップ事業」の指定校を中心に、教職員

の指導力向上とともに子どもたちの体力向上に努めてまいります。 

 学校給食は、子どもたちの心身の健全な発達に資するものであり、かつ食に

関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものです。そ

の中で、地域で生産され、食にかかわる人々の様々な活動に支えられ、安全・

安心が保たれていることを確認し、さらに食物アレルギーなどに対する適切な

対応など、子どもたちの笑顔が絶えない学校給食の献立内容の充実を図ってま

いります。また、バイキング給食や小・中学生を対象としたアグリスクールな

どの食の体験学習を通じ、地場の農産物への理解と愛着を深め郷土愛を育んで

まいります。 

 

３ 学びを支える家庭・地域との連携・協働 

 乳幼児期からの親子の愛情による絆で結ばれた家族とのふれ合いは、子ども

が基本的な生活習慣・生活能力、人に対する信頼感、豊かな情操、他人に対す

る思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観、自立心や自制心、社会的マナ

ーなどを身に付ける上で重要な役割を担うものです。社会の大きな変化の中で、

子育てを支える仕組や環境が崩れかけていることや、子育ての時間を十分に取

ることが難しい雇用環境にあることにも目を向ける必要があります。 
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 このような環境の中、子どもたちが安心して健やかに成長するには、家庭ば

かりではなく、地域全体で支え合う環境づくりが必要であり、保護者の負担軽

減を図るため、継続して学校給食費の無償化や、「丘のまちびえいすくすくサ

ポート事業」による学用品の贈呈や修学旅行費用に対する一部助成事業のほか、

町内スキー指導者の支援を受けながらの学習活動を通して、子どもたちが地域

に支えられながら安全で楽しく学べる環境づくりを進めてまいります。 

 また、学校と家庭が連携した家庭学習の定着とその充実に努めてまいります。 

 遠距離通学者の支援、学校行事や地域の教育活動への支援を行うために、ス

クールバスを運行します。運行に当たっては、老朽化した車両の更新などの整

備充実と安全運転の徹底を図ってまいります。昨年度から試験的に取り組みま

した美沢小学校下校バスの運行も継続して実施します。 

 学校施設につきましては、子どもたちが快適に学べる環境づくりのため、明

徳小学校の改修に係る整備計画をつくってまいります。  

昨年度導入した学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）は、学校運

営に地域の人々や保護者が参画することを通じて、学校・家庭・地域の関係者

が目標や課題を共有し、学校の教育方針の決定や教育活動の実践に、地域のニ

ーズを的確かつ機動的に反映させるとともに、その地域ならではの創意工夫を

した特色ある学校づくりにつながるものと期待しております。学校においては、

地域の人々や保護者に対する説明責任の意識を高め、教職員の意識改革、ひい

ては組織としての学校の力を高めることにもなります。また、地域の人々や保

護者においては、学校運営及びその成果について自分たちも共同責任を負って

いるという自覚と意識を高めることにつながります。昨年度の取組を検証し、

学校・家庭・地域が相互に、より積極的に学校運営に参画できる持続可能な体

制を構築してまいります。 

併せて、子どもたちが安心して登下校できるように、交通ルールの指導徹底、

通学路の安全確保のためのＰＴＡ、地域見守り隊などによる点検パトロールの

実施や通学路交通安全プログラムに基づく効果的な取組を推進するほか、「子

ども１１０番の家」などの防犯対策の取組なども引き続き実施してまいります。 

 

４ 学びをつなぐ学校づくりの推進 

 学校教育は、子どもや保護者はもとより地域住民との信頼関係の上に成り立

っています。子どもの教育に直接かかわる教職員には、高い倫理観が求められ

ています。子どもの手本となるべき立場にあることを改めて自覚し、学校教育

に対する信頼を損なうことのないよう服務規律の保持に努めてまいります。 
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 少年団活動や部活動の指導をはじめ、不登校やいじめ問題への対応など、学

校現場が抱える課題の多様化に伴い、勤務が長時間にわたり、教職員の長時間

労働が社会問題になっています。本町においても、中学校の部活動指導にかか

る教職員の従事時間が長いなどの課題もあります。 

信頼される学校の実現に向けて、教職員の指導力の向上や実務の熟練、校内

組織の改善や教職員の働き方の改革により、子どもと向き合う時間の確保など、

学校運営の改善を促してまいります。 

 子どもたちに、新しい社会の在り方を創造することができる、資質・能力を

育むためには、学習に対する内発性を引き出していくことができるよう、教職

員一人ひとりの力量を高めていく必要があります。また、これからの教職員に

は、学級経営力や児童生徒理解力に加え、各教科等を超えた「カリキュラム・

マネジメント力」、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善

や教材研究、学習評価の改善・充実などに必要な力が求められています。 

校内研修体制の一層の充実を図り、学校教育目標や育成を目指す資質・能力

を踏まえ、「何のために」「どのような改善をしようとしているのか」を教職

員間で共有しながら、学校組織全体としての指導力の向上を図っていけるよう

努めてまいります。 また、複雑化・多様化する学校の課題に対して、「チー

ムとしての学校」の視点から対応していくため、例えば、特別支援教育など学

校教育を取り巻く共通的な課題や社会的な課題をテーマとした校内研修を通

して、これらに関する問題を共有し、個々の教員の資質向上を図ることも有効

と考えられます。 

教職員自らの課題解決や指導方法の向上を目的とした先進地等への研修制

度の充実を図るとともに、道教委をはじめ関係機関が実施する各種研修事業へ

の参加促進に努めるほか、子どもたちが時代を超えて普遍的に求められる力と

しての「プログラミング的思考」などを育成させるための研修を新たに実施す

るなど、魅力ある学校づくりに資する、本町独自の教職員研修を引き続き実施

してまいります。 

  

【社会教育】 

５ 学びを活かす地域社会 

近年、人々の学習需要が高まる中で，学習内容の多様化・高度化に伴って、

生涯学習社会実現への期待はますます大きくなっております。 

一方で地域の過疎化や少子高齢化の進行、高度情報化や価値観の多様化など

の社会環境の著しい変化は、地域におけるつながりや連帯感などのコミュニテ
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ィ機能の低下をきたし、また、子どもたちの生活体験や自然体験の機会を減少

させ、社会性の未発達やコミュニケーション不足による人間関係の希薄化をも

たらしております。そのような現状において、人や地域社会とのつながりをも

たせるには、住民一人ひとりが自らの生活の維持と向上のために新たな知識や

技能を身に付けていく学びの中で、地域に関わりをもつことや住民相互のふれ

合いを広げることが大切です。さらに学んだ成果を地域活動やボランティア活

動を通して、他者のためになっているという自己有用感を感じ取ることにより、

住民が自立し、協働し、創造を高めていくことにつながると考えております。 

本町の生涯学習を推進するためには、町民の多様なニーズに対して適切な学

習機会の提供と情報発信を行い、町民一人ひとりが自己実現を高め、生きがい

と潤いのある充実な生活を送ることができるよう、生涯を通じて積極的に学び

続け、その成果を生かすことのできる生涯学習社会の実現を目指すことが重要

です。 

「第９次美瑛町社会教育中期計画」では、「人づくり」は、まちづくりの基

本であり、多くの町民がまちづくりに参加し、主体的な担い手となるために、

三つの重要な柱である「きっかけ」「つながり」「やりがい」を踏まえた推進目

標が効果的かつ積極的に実施されるよう、活動できる環境づくりや学習機会を

提供するよう努めてまいります。 

また、地域における学習機会を拡充し、地域の活性化を促進するため、本町

で管理運営する社会教育施設や社会体育施設の活用はもとより、学校開放や大

雪青少年交流の家等の教育関連機関と連携・協働し、学習内容の充実と学習成

果の実践につながる取組を推進してまいります。 

さらに、次代を担う子どもたちが、夢と希望をもち、ふるさとへの愛着を抱

きながら、社会性と健全な心と身体を育むため、多様な体験活動に自発的に参

加できる場として、本町の豊かな自然や歴史、文化などの地域資源を活用した

「自然とふれあいの里」や「親子クッキング」、「子ども陶芸教室」、「プログラ

ミング教室」、スポーツ関連事業等を継続して実施してまいります。 

「すずらん大学」は、前身の老人大学が開設されてから５０年を迎え、これ

まで多くの高齢者が喜びと生きがい、そして、学生同士の親睦を深めながら活

動をしてまいりました。引き続き、講義や選択学習の多様化を図り、自発的な

活動を推進するとともに、子どもたちとの異世代間交流など多くの人たちとふ

れあう場を提供することにより、豊富な知識や経験を次世代に引き継ぎ、社会

の一員として地域の活性化につながるような活動と学ぶ場の創出を図ってま

いります。 
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また、自主的な学習意欲の促進を目指し、高齢者同士の交流や生きがいづく

りの場を支援してまいります。 

公民館分館につきましては、地域課題に即した事業や講座の支援と地域の自

発的・主体的な生涯学習活動を推進するとともに、地域住民の交流と地域の活

性化を促進するためにも、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。 

図書館の運営につきましては、あらゆる世代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、住民ニーズ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

させるよう努めてまいります。 

また、図書館利用者の皆さまが必要とする情報を効率よく入手できるように、

図書館職員が援助するサービスである「レファレンス」の普及・活用促進と職

員の資質向上を図りながら、様々な分野の問題解決への糸口をサポートしてい

きたいと考えております。 

 図書館の利用促進事業として、図書館フェスティバル・工作教室等の各種イ

ベントの開催、町民の作品等のギャラリー展示や図書の企画展示、長期休業中

には子どもたちの学習の場として、会議室を解放するなどの取組を引き続き進

めてまいります。 

また、読書への関心をさらに深めていただくため、読書通帳を一冊終了する

ごとに本を贈呈するなどの取組を進めるとともに、週末と重なる祝日を開館し、

利用者へのサービス向上に努めながら、魅力ある図書館づくりを進めてまいり

ます。 

子どもの読書環境の充実につきましては、「子どもの読書活動推進計画」を

基本として、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赤ちゃ

ん親子に読み聞かせの大切さを伝えるブックスタート事業を継続します。子ど

もたち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継続して行う

とともに、学校と町の図書館の連携により学校図書館の機能の充実を図ってま

いります。また、図書館司書の資格を持つ職員が定期的に学校訪問し、読書環

境の整備と朝読や調べ学習などの読書活動への支援を引き続き進めてまいり

ます。 

活性化交流施設など住民が憩う施設に引き続き図書資料等を配架し、図書が

住民にとって身近に感じることのできる環境を整備してまいります。 
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以上、平成３０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。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３０年度の教育行政執行方針といたします。 

 


