
 

 

行政報告の主な内容（５課１６項目） 

 

(1) 総務課 

上富良野町議会議員選挙について 

教育大綱の策定について 

人口ビジョン及び総合戦略の策定状況について 

政府関係機関の地方移転に係る提案について 

観光・防災Ｗｉ-Ｆｉステーションの整備について 

大雨による被害について 

基地対策・自衛隊関係について 

(2) 保健福祉課 

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金

について 

特定健診等の実施状況について 

(3) 町民生活課 国内外交流について 

(4) 産業振興課 

農作物の生育状況について 

イベント実施状況について 

プレミアム商品券事業及び子育て応援商品券に

ついて 

(5) 教育振興課 
英語指導助手の着任について 

児童生徒の部活動等における活躍状況について 

(6) 総務課 建設工事の発注状況について 
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行 政 報 告 

（平成２７年９月定例町議会） 

 

議員各位におかれましては、公私共に何かとご多用のところ、第３

回定例町議会にご出席いただき､誠にありがとうございます。 

さて、この度の関東・東北豪雨では、河川の堤防決壊などにより、

甚大な災害が発生し、いまだ多くの方々が避難生活を強いられており

ます。お亡くなりになられた方々のご冥福と、被災された多くの方々

に対し、心よりお見舞い申し上げるとともに、1 日も早い復旧を願う

ところであります。 

それでは、去る６月定例町議会以降における町政執行の概要につい

て報告させていただきます。 

 

（総務課［総務班関係］） 

はじめに、８月９日に執行された上富良野町議会議員選挙について

でありますが、選挙管理委員会の管理のもと厳正に執行され、有権者

数9,112 人、投票率は前回を0.68％上回る、71.89％でありました。 

この度の選挙において選出されました議員の皆様に、改めてお祝い

申し上げますとともに、ますますのご活躍をご祈念申し上げます。 

今後も、町民協働のもと、第５次総合計画に沿った「５つの暮らし

づくり」に向けて、ご指導・ご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

次に、教育大綱の策定についてでありますが、改正された地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、地方公共団体の長

は、その地域の実情に応じ、教育、学術及び文化の振興に関する総合
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的な施策の大綱を定めることとされたところであります。 

町においては、町長と教育委員会で構成する「上富良野町総合教育

会議」を７月１５日と９月７日に開催し、本町の教育行政を推進する

ための基本的な指針を示すべく、上富良野町教育大綱を策定したとこ

ろであります。 

 

（総務課［企画財政班関係］） 

次に、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく本町の人口ビジョン

及び総合戦略の策定状況についてでありますが、庁内に私を長とする

「上富良野町総合戦略策定委員会」を設置するとともに、具体的な分

析作業等を行う「プロジェクト会議」を設置し、これまで策定委員会

を３回、プロジェクト会議を４回開催し、町民の皆様と協議を進めて

いくための素案をまとめたところであります。 

今後、様々な機関や団体の皆様と協議を進めながら、近く開催を予

定しております「上富良野町まち・ひと・しごと創生会議」での議論

につなげてまいります。 

 

次に、政府関係機関の地方移転に係る提案についてでありますが、

４月２８日開催の全員協議会でご説明させていただいたとおり、北海

道からの提案照会に対し、防衛省に係る研究機関の移転について、提

案を行ったところであります。 

北海道では、各市町村から提案のあった内容を精査し、観光庁など

４機関の移転について提案するとした旨、８月２６日付けで報告を受

け、残念でありますが、本町の提案は北海道提案とならなかったとこ

ろであります。 
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次に、観光・防災Wi-Fiステーションの整備についてでありますが、

町内の主要な指定避難所及び観光拠点施設に無線ＬＡＮ環境の整備に

取り組むことで、平時においては、外国人を含む観光客への情報提供

サービスの向上を図るとともに、災害時においては、インターネット

による避難住民の情報収集等をサポートすることを目的として、事業

を実施してきたところであります。 

７月末に事業が完了し、すでに運用を開始しているところでありま

すが、今後も情報提供の充実が図れるよう取り組んでまいります。 

 

（総務課［防災関係］） 

次に、大雨による被害についてでありますが、7 月下旬から９月上

旬にかけて４度の局地的な集中豪雨により、町内の道路、排水路等に

被害が発生したところであります。 

被害状況につきましては、道路、排水路等延べ122 カ所、総額1,385

万円となり、それぞれ迅速な対応を図ったところであります。 

ここ数年、局地的かつ突発的な気象現象による被害が生じているこ

とから、更なる被害箇所等の検証を行い、適切な対応に努めてまいり

ます。 

 

（総務課［基地対策・自衛隊関係］） 

次に、基地対策関係についてでありますが、6 月３０日に北海道基

地協議会、７月８日、９日には、上富良野町基地対策協議会によりま

す防衛施設周辺整備対策中央要望を、それぞれ国会議員、防衛省に対

して行ってまいりました。 

また、７月２日には全国基地協議会・防衛施設周辺整備全国協議会

合同定期総会に出席したところであります。 
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次に、自衛隊関係についてでありますが、８月４日に北海道自衛隊

駐屯地等連絡協議会によります「北海道の自衛隊体制強化を求める中

央要望」を、９月８日・９日には、富良野地方自衛隊協力会上富良野

支部によります「上富良野駐屯地の現状規模堅持更なる拡充及び演習

場拡張を求める中央要望」を、それぞれ国会議員、自由民主党本部、

防衛省に対して行ってまいりました。 

 

次に、記念行事についてでありますが、６月２１日、陸上自衛隊上

富良野駐屯地が創立６０周年を迎えたことに伴い、記念行事に出席す

るとともに、富良野地方自衛隊協力会と上富良野駐屯地が共同して市

中観閲行進を開催するなど、多くの町民の皆様と喜びを共にしたとこ

ろであります。 

 

（保健福祉課［福祉対策・子育て支援班関係］） 

次に、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金についてであ

りますが、臨時福祉給付金の申請につきましては、８月３日から受付

を開始し、９月１０日現在、支給対象となる 1,640 件に対し、1,111

件の申請を受付けているところであり、１０月１日以降に随時決定を

行い、支給する予定としております。 

また、子育て世帯臨時特例給付金につきましては、今月末までの申

請期間とし、９月１０日現在、想定される支給対象件数の約９５％に

あたる860 件の申請を受付け、１０月上旬に支給する予定であります。 

 

（保健福祉課［健康推進班関係］） 

次に、特定健診等の実施状況についてでありますが、７月３日から
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１３日の間で実施したところであり、特に、増加しつつある人工透析

に至る慢性腎臓病の発症予防・重症化予防に向け、町独自で腎臓機能

検査を新たに検査項目に追加し、2,143 人の方に受診いただいたとこ

ろであります。 

新たに実施した腎臓機能検査の結果、従来の方法では発見できなか

った１２３人の方に軽度の腎障害を確認することができ、早期介入が

可能となったところであります。 

また、同期間中において、高齢者・若年者健診、かみふっ子健診の

ほか、肺・胃・大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診等

もあわせて実施し、受診者総数は、2,602 人となったところでありま

す。 

これら受診者のおおむね７割の方に８月１９日から９月３日にか

けて実施しました結果説明会に参加いただき、第２次健康かみふらの

２１の目標であります「健康寿命の延伸」「医療費の適正化」達成のた

めの効果的な保健指導を行うことができました。 

今後も、住民が自らの健康について考え、健康的な生活を送るため

の健康づくり事業の推進に努めてまいります。 

 

（町民生活課［自治推進班関係］） 

次に、国内外交流についてでありますが、まず、津市との交流では、

７月１９日に開催しました「第 37 回かみふらの花と炎の四季彩まつ

り」に津市観光協会の方々が来町され、津市の観光ＰＲや特産品の展

示販売などイベントを通じた交流を行い、また、７月２１日からは、

社会教育総合センターにおいて津市を紹介する特別展示を行ったとこ

ろであります。 
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次に、カナダ・カムローズ市との交流では、昭和６０年９月に友好

都市提携を結び、本年が３０周年の節目の年にあたることから、今後

の更なる交流を推進するため盟約書を取り交わしたところであります。 

あわせて、これまで本町とカムローズ市との友好の懸け橋として30

年に渡りご尽力を賜りました「カムローズ日本友の会会長」のミチコ・

ラスムセンさんが、今期限りで勇退されることから、9 月1 日、本町

へお越しいただいた折に「囲む会」を開催し、感謝状と記念品を贈呈

させていただいたところであります。 

 

（産業振興課［農業振興班関係］） 

次に、農作物の生育状況についてでありますが、6 月の低温により

稲作を中心にその生育が心配されたところでありますが、その後は天

候にも恵まれ、水稲については平年並みを見込んでいるところであり

ます。また、麦類につきましては、ここ数年の中では質・量ともに良

い結果となりました。 

このようなことから、今年の農作物は、全般に良好な作柄が期待さ

れている状況であります。 

一方、８月には、網走市において新害虫が国内で初確認され、本町

においても耕作地への「立ち入り禁止看板」を設置するなど、侵入防

止に向けて緊急の対策を図ったところであり、引き続き情報収集に努

めながら、適切に対応してまいります。 

いずれにいたしましても、本格的な収穫期を迎え、農作業の安全確

保に努めていただき、よりよい出来秋となるよう期待をしているとこ

ろであります。 
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（産業振興課【商工観光班関係】、保健福祉課【子育て支援班関係】） 

次に、イベント関係についてでありますが、本年で8 回目を迎えま

した「まるごと かみふらの」ビアガーデンが、銀座通りを会場として

７月１１日に開催されました。 

また、７月１９日に開催いたしました「第３７回 2015 花と炎の

四季彩まつり」につきましては、町内外から約３万人の来場者をお迎

えし、ステージイベント・行灯行列・花火等が予定どおりに行われ、

盛会裡に終了することができました。 

本事業実施にあたりましては、行灯の製作をはじめ、イベントの準

備・運営等にご尽力いただきました関係者の皆様に厚くお礼を申し上

げます。 

次に、8 月２３日、十勝岳スポーツコミッションに連動したイベン

トとして、十勝岳山麓を舞台に「第1 回十勝岳トレイル・イン・かみ

ふらの・びえい」が開催され、初めてのイベントながら、320 名の参

加をいただき、盛会裏に終了した旨、ご報告をいただいたところであ

ります。 

また、９月6 日には、「第２回かみふらの十勝岳ヒルクライム」が、

日の出公園と道道吹上・上富良野線を舞台に、道内外からの195 名の

サイクリストの参加により、盛大に開催されました。ランニングスポ

ーツとサイクルスポーツ人口が増加していることからも、これらのイ

ベントが本町観光の大きなツールとしてしっかり定着し、継続・発展

することを大いに期待しているところであります。 

 

次に、プレミアム商品券事業についてでありますが、上半期分は 8

月末に使用期間が終了し、発行額「8,400 万円」に対し、99.9％の「8,391

万1,000 円」の使用となったところであります。 
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また、児童手当支給対象世帯に交付いたしました子育て応援商品券

につきましては、使用期間は１１月末までですが、交付額「516 万６

千円」に対し、9 月9 日現在、69.77％「360 万500 円」の使用とな

っております。 

なお、プレミアム商品券事業の下半期分「9,000 万円」につきまし

ては、既に予約受付を完了し、販売期間は１０月１日から１５日の予

定でありますが、大型店での利用を限定させていただく中で、地元経

済の活性化につながっていくことを期待しているところであります。 

 

（教育振興課行政報告） 

次に、新しい英語指導助手についてでありますが、平成２５年８月

から本町の英語指導助手として活躍されたブレンダ・クヌールさんの

後任として、アルバータ州出身のブライアン・ライトさんを迎え、８

月２日付けで着任いただいたところであります。 

ブライアン・ライトさんは、平成２２年から留萌市で外国語指導助

手として勤務した経験を持ち、明るい性格であり、１日も早く子ども

たちや地域に溶け込み、活躍されることを願っております。 

 

次に、児童生徒の部活動等における活躍状況についてでありますが、

小学生においては、上富良野小学校の樫本
かしもと

彪
ひょう

愛
あ

さんが第35回北海道

少年少女空手道錬成大会で優勝し、同じく山本翼
つばさ

さん、樫本
かしもと

空
く

龍
りゅう

さ

んとともに８月に日本武道館で行われた全日本大会へ出場、また、上

富良野ジャガーズ少年団が「第３７回全日本都市対抗少年野球淡路島

大会代表選考会」「高円宮賜杯
し は い

第３５回全日本学童軟式野球マクドナ

ルド・トーナメント北北海道大会」でそれぞれ見事優勝を果たし、８

月に行われた全国大会へ出場し、全日本都市対抗では準優勝という輝
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かしい成績を収め、上富良野小学校スクールバンドについても旭川地

区予選大会で金賞を受賞し、８月に行われた北海道吹奏楽コンクール

で銀賞を受賞しました。 

 また、中学生については、上富良野中学校の陸上部が中体連北海道

大会において、男子砲丸投げの西塚
にしづか

大悟
だ い ご

さんと女子4×100ｍリレーチ

ームがそれぞれ優勝し、あわせて好成績を収めた女子100ｍ、200ｍ

の鈴木くるみさん、女子砲丸投げの山内紗耶佳
さ や か

さんとともに８月に行

われた全国大会へ出場、更に同選手らは「全国ジュニアオリンピック

北海道予選大会」においても優勝するなど見事な成績を収め、１０月

に行われる全国ジュニアオリンピックに出場することが決定しており

ます。 

そのほか、上富良野中学校の野球部と卓球部がそれぞれ全道大会へ

の出場を果たし、町内在住の旭川南高等学校に通う世坂
せ さ か

嘉
よし

章
あき

さんが全

道高等学校体育大会の陸上競技4×400ｍリレーで全国大会への出場

を果たしております。 

今後におきましても、本町の子どもたちが各方面で活躍いただくこ

とを期待するとともに、この度立派な成果を残された皆さんに改めて

拍手を送りたいと思います。 

 

（総務課行政報告【企画財政班関係】） 

最後に、建設工事の発注状況についてですが、６月定例町議会で報

告以降に入札執行した建設工事は、９月２４日現在、件数で１８件、

事業費総額で１億４千３２１万８千円で、本年度累計では３１件、事

業費総額１５億７千４９０万９千円となっております。 

詳細につきましては、お手元に、「平成２７年度建設工事発注状況」

を配付しておりますので、御高覧いただきたく存じます。 


