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（単位:千円）表－２ 一般会計歳入

増減比較平成24年度
予算 Ｂ

平成25年度
予算 Ａ 増減率(％)Ａ－Ｂ

△5.1△10,000197,350187,350地方譲与税など
依

存

財

源

0.002,935,0002,935,000地方交付税

△3.1△9,099293,083283,984国庫支出金

1.03,293330,374333,667道 支 出 金

△ 53.9△283,100525,500242,400町 債

5.427,523509,855537,378町 税
自

主

財

源

△ 22.4△8,98240,17031,188分担金及び負担金

△0.9△1,119129,446128,327使用料及び手数料

△0.3△428166,428166,000財産収入・諸収入など

73.353,68473,229126,913繰 入 金

△4.4△228,2285,200,4354,972,207合 計

（単位:千円）表－１ 各会計予算総括表

増減比較平成24年度
予算 Ｂ

平成25年度
予算 Ａ 増減率％Ａ－Ｂ

△ 4.4△ 228,2285,200,4354,972,207一 般 会 計

△8.9△31,536354,911323,375国民健康保険特別会計
特

別

会

計

3.22,91891,62294,540後期高齢者医療特別会計

△3.5△6,870195,225188,355下 水 道 事 業 特 別 会 計

△17.8△6,23634,98928,753農業集落排水事業特別会計

△6.2△41,724676,747635,023小 計

△4.6△269,9525,877,1825,607,230合 計

◎一般会計歳入

平成25年度の全会計の予算総額は、56億723万円となり、平成24年度の予算総額と比較すると、4.6％減少しま

した。

それぞれの会計予算は、表－１のとおりです。

新新新新新新新新新新新新新新十十十十十十十十十十十十十十津津津津津津津津津津津津津津川川川川川川川川川川川川川川町町町町町町町町町町町町町町のののののののののののののの予予予予予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算算算算算概概概概概概概概概概概概概概新十津川町の予算概要要要要要要要要要要要要要要要

歳入は、地方交付税や国庫・道支出金など他の団体

から交付されるお金や借り入れ金などの「依存財源」

と、まちが独自の判断で税率や金額を決めて直接集め

る町税や使用料などの「自主財源」の２つに分類でき

ます。

歳入全体に占めるそれぞれの割合は、依存財源が

80.1％、自主財源が19.9％となっており、依存財源に

大きく頼っていると言えます。

平成24年度の予算と比較すると、依存財源では町債

が大きく減少しました。これは、中学校武道場建設事

業が完了したことが影響しています。

また、国や北海道が集めた税金などが町に配分され

る地方譲与税や地方交付税は、国が作成する地方財政

計画に基づいて、本年度に見込まれる額を計上してお

り、全体で1000万円の減少となりました。

一方、自主財源では、町税が増加しています。これ

は主に、農業所得の上昇などによる町民税の増加を見

込んだものです。

また、歳出に対し歳入が不足しているため、貯金の

取り崩しである繰入金が大幅に増加しています。

歳入の内訳は、表－２のとおりです。

それでは、一般会計の歳入と歳出について、その内容を説明します。



4

まちづくり読本 ＜予算版＞

序

（単位:千円）表－３ 一般会計歳出

増減比較平成24年度
予算 Ｂ

平成25年度
予算 Ａ 増減率(％)Ａ－Ｂ

28.995,662331,117426,779総 務 費

2.817,401630,124647,525民 生 費

△4.2△21,108506,973485,865衛 生 費

△ 12.1△38,776320,442281,666農林水産業費

3.86,730174,936181,666商 工 費

△3.5△18,276526,121507,845土 木 費

△6.4△14,583227,207212,624消 防 費

△ 37.5△230,272614,647384,375教 育 費

△6.9△62,745908,501845,756公 債 費

4.639,688869,282908,970職 員 費

△3.2△1,94961,08559,136議会、労働、災害復旧費

0.0030,00030,000予 備 費

△4.4△228,2285,200,4354,972,207合 計

歳出は、まちが取り組む仕事を効率的に実行するた

め、表－３のように目的別に分けられています。

平成24年度の予算と比較して、大きく増減があった

ものについて説明します。

総務費は、老朽化した街路灯や防犯灯をＬＥＤに更

新する事業の経費や戸籍システムを近隣市町と共同運

用するための導入経費などを計上したため9600万円の

増加となりました。

農林水産業費は、農地の規模を拡大したり暗渠を更

新したりして生産力を強化する農業基盤整備事業の関

連経費を減額したことなどにより3900万円の減少とな

りました。

教育費は、中学校武道場建設事業が完了したため２

億3000万円の減少となりました。

借金の返済である公債費は、借入の抑制や計画的な

繰上償還の実施で年々減少しており、平成25年度は平

成24年度に比べ6300万円の減少となりました。

職員費は、給料や手当は減少していますが、３年に

１回精算する退職手当組合への納付金により4000万円

の増加となりました。

◎一般会計歳出
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町町町町町町町町町町町町町町政政政政政政政政政政政政政政執執執執執執執執執執執執執執行行行行行行行行行行行行行行方方方方方方方方方方方方方方町政執行方針針針針針針針針針針針針針針針

【はじめに】

平成25年第１回定例会の開会に当たり、町

議会の皆様、町民の皆様に、町政執行に対す

る所信と主要施策の一端を申し上げます。

さて、昨年12月の衆議院選挙により政権が

交代しました。

新しい政府は、日本経済の再生に向けた取

り組みを進めるため、平成24年度の緊急経済

対策として大型補正予算を決定するととも

に、一体的な予算として平成25年度の予算編

成についても多くの経済対策を盛り込み、い

わゆる「15カ月予算」を編成しております。

日本経済は、緩やかに回復していくことが

期待されるものの、欧州債務危機や中国等の

対外経済環境を巡る動きは不確実で、今後も

不安定な状況は続くものと思われます。

また、消費税率の引き上げ、原発に依存し

ない社会への転換、環太平洋経済連携協定

（ＴＰＰ）の是非など、本町にとりましても直

接又は間接的に大きな影響を与える政策が、

今後どのように進められるかにより、自治体

に与える影響も大きく、将来に向けてこれら

の動きにどのように向き合うべきかが重要

な課題であります。

このような情勢において地方分権の流れ

は、地域が自らの問題を自ら解決していくと

いう自律性が求められております。

私はこれまで、まちづくり懇談会やさまざ

まな会合を通じながら町民の皆様からご意

見を伺うとともに、サポーター制度により各

行政区と連携し「町民との協働」を基本理念

に、一貫して「自主自立」のまちづくりを進め

てまいりました。

自主自立とは、市町村合併における議論で

はなく、いつにおいても私たちが自分自身で

判断し行動する理念と気概を持ち、町民全員

で町の将来を考えるということだと思いま

す。

常日頃から自主自立でやっていくという

覚悟と責任を持つことで、どのような社会情

勢の変化にも対応が可能であり、明るく、活

気に満ちた体力の備わったまちにつながる

ものと確信しております。

私は、これからも本町における憲法である

「まちづくり基本条例」を基礎として、町民の

皆様とともに、まちの持続的な発展のため、

町政運営に全力を尽くしてまいる所存でご

ざいます。

【町政執行の基本的な考え方】

新十津川町が目指す10年後の将来像を「豊

かな自然 あふれる笑顔 みんなで創る

いきいき未来」とし、主要な施策を総合的に

まとめた新十津川町第５次総合計画を策定

してから１年が経過いたしました。

２年目となる今年は、第５次総合計画の歩

みを確かなものとするための年であると考

えております。

「みんなでつくる住みよいまち」「みんなで

つくる健やかなまち」「みんなでつくる豊か

なまち」「みんなでつくる安心なまち」「みん

なでつくる学びのまち」「みんなでともに歩

むまち」という６つの目標の達成に向けて、

事業を着実に進めてまいります。

また、新しい課題やまちの未来に投資する

施策に対しましても積極的に取り組んでい

く、そのような年にしたいと考えています。

【町政執行の重点】

政府は、緊急経済対策による大型補正予算

のほか、大胆な金融政策、機動的な財政政策、

そして民間投資を喚起する成長戦略という

「３本の矢」で経済再生を推し進めることと

し、「復興・防災対策」「成長による富の創出」

「暮らしの安心・地域活性化」という３つを重

点分野として、大胆な予算措置を講じること

としております。

限られた予算の中で町民の思いを実現し、

まちづくりのための施策を展開するに当た

っては、目標に沿った施策の全てを着実に執

り進めることは大切なことでありますが、政

治や経済が激動する今日、将来を見据えなが

ら国の政策を見極め、適切な時期に適切な

「選択と集中」を行い、施策と予算の重点化に

より速やかに事業を推し進めることも重要

であると考えます。

このことから、本年度、取り組まなければ

ならない施策を４つの重点としております。

１点目は、環境への取り組みです。

平成22年３月に策定した「新十津川町環境

基本計画」に基づく平成25年度から平成27年

度までの実施計画を総合行政審議会でご審

議いただきましたので、この実施計画に基づ

き、住民、事業者、行政それぞれが取り組むべ

き行動計画の目標達成に向け、今後具体的な

活動を促してまいります。

特に、排出量が微増傾向を続けているごみ

の処理につきましては、更に減量化、再資源

化を促進いたします。

また、適正な管理がされない空き家は、強

風による建物部材の飛散などが予想され、危

険であるばかりでなく、有害鳥獣の営巣地と

なることにより農業被害につながり、生態系

にも影響を与えると考えられます。

今後空き家が増加することへの対策のた

め、新条例を制定して危険かつ管理のされな

い空き家についての対策を進めてまいりま

す。

２点目は、農業の振興です。

町の基幹産業である農業の振興のため、生

産性を確保するとともに農地の多面的機能

を維持し、農業経営の安定と食糧自給率の向

上を図ります。

また、設立されたピンネ農業公社を中心に

ピンネ農業協同組合等の関係機関や農業委

員会との連携を図り、農業経営者の高齢化や

担い手育成への対応、また農地の利用集積や

調整を図り、持続的な農業の発展を推進しま

す。

３点目は、安心なまちづくりです。

災害は、いつどこで発生するか、その予測

は困難ですが、災害は常に起こり得ることを

想定し備えなければなりません。

町としても危機管理の重要性を認識し、避

難所である行政区会館の耐震化に取り組む

とともに、各行政区と連携して防災体制の強

化に努め、高齢者等の見守り支援体制を充実

し、町民の皆様が安全で安心して暮らせるよ

う取り組みを進めてまいります。

また、町内全域の防犯灯及び市街地街路灯

のＬＥＤ化を進め、省エネで安全安心の明る

いまちづくりを推進します。

４点目は、健康づくりの推進です。

生活形態の多様化や食生活の偏りなどに

より心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣

病が増加傾向にあり、これらの疾病は医療費

の増加にもつながっております。

このことから、健康診断の受診を奨励し自

分の健康状態を把握していただくことで、生

活習慣の改善や健康維持の推進に努めます。

また、年齢や体力に応じたスポーツの機会を

充実し、心と身体の健康づくりを推進してま

いります。

以上が、平成25年度予算案における４つの

重点施策であります。

【まちづくりの施策】

それでは、４つ重点施策を含め平成25年度

の各施策の展開について、第５次総合計画の

目標に沿って説明いたします。

１ みんなでつくる住みよいまち

１つ目は「みんなでつくる住みよいまち」

です。

本町の大いなる資産である豊かな自然環

境を守り育て、次世代へとつなげるため、住

民一人一人が、環境に対する意識を高めなが

ら、省エネルギー、省資源への取り組みを推

進するため、廃棄物の適正処理やリサイクル

等の促進に努め、環境にやさしい循環型社会

の形成を進めて行きます。

また、住民の皆様が快適に暮らすことがで

きるよう生活基盤の充実を図り、道路環境や

除排雪体制の整備、地域公共交通の確保に努

め、誰もが住みたい、住み続けたいと思える

住みよいまちづくりを進めてまいります。



6

まちづくり読本 ＜予算版＞

序
〔環境の保全〕

環境美化の推進では、徳富川ラブリバー推

進協議会や河川愛護団体による河川清掃の

取り組みや、各行政区、団体によるクリーン

キャンペーン、花の植栽などの取り組みを支

援するとともに、不法投棄の防止に向けた対

策を進めてまいります。

省エネ・省資源活動の促進では、各家庭の

エネルギー使用状況、ＣＯ２排出状況を診断

する「うちエコ診断」を試行します。

町では、ごみ減量化・リサイクルの促進に

努めていますが、近年、ごみの排出量は微増

傾向にあります。

家庭から排出される生ごみのたい肥化や

資源ごみと可燃ごみの分別の徹底により、更

なるごみの減量化は図れるものと考えてお

りますので、小型家電製品の回収を継続して

実施するとともに、引き続きコンポスト容器

や電気式の家庭用生ごみ処理機器の購入に

対する助成を行います。

また、地域の団体に対し、資源ごみの自主

的な回収を奨励し、ごみの排出抑制や再使用、

再生利用等を推進してまいります。

〔生活基盤の整備〕

我が国では、高度経済成長期に社会資本が

集中的に整備され、本町においても、公営住

宅、公園、上下水道施設、その他公共施設など

の社会インフラは、建設後相当の期間を経過

しており、今後も老朽化が進行します。

将来のインフラ整備に当たっては、老朽化

の程度や更新のコストを把握し、同時に、人

口減少・高齢社会における時代的な必要性や

地域のニーズを踏まえたうえで、今後の需要

を予測しながら、計画に基づく効果的で効率

的な経営管理を行う必要があります。

そのためには、早期発見・補修による施設

全体の予防保全的管理を行うとともに、長寿

命化計画を策定し、トータルコストの縮減を

図っていかなければなりません。

公営住宅においては、昨年策定した公営住

宅等長寿命化計画に基づく維持管理を進め

てまいります。

公園については、中央公園及びふるさと公

園の遊具を更新する等、良好な公園環境を保

つとともに、都市公園の計画的な維持管理や

改善計画のため長寿命化計画を策定いたし

ます。

また、個人住宅における耐震診断や耐震改

修工事、また省エネルギー改修工事に対し費

用を助成する「安心すまいる事業」を継続し

て実施するほか、河川の水質を保全し、良好

な水環境の確保を図るため、公共下水道中期

ビジョンを策定するとともに、合併浄化槽の

設置費助成につきましても引き続き行って

まいります。

〔交通環境の充実〕

道路整備につきましては、西２線の改修舗

装工事を行うほか、みどり区などの団地内道

路の舗装改修等、道路及び交通安全施設の適

正な維持管理と整備を進め、住民の皆様の安

全確保と利便性の向上を図ります。

また、冬期の安全な交通確保と生活環境の

確保を図るため、除排雪（町道246路線、車道

188㎞、歩道11㎞）の効率的な作業を進め、老

朽化した除雪車を更新し、除雪体制の充実を

図ります。

平成21年度より３年間にわたって実施し

た地域公共交通実証運行の結果を踏まえ、本

年度から新しく地域公共交通が運行します。

乗合タクシーや乗合ワゴンでの運行及び

路線統合等の変更が行われますので、住民の

皆様へ周知を図るとともに事業者と連携し、

日常生活の移動手段として利用しやすい運

行を目指します。

２ みんなでつくる健やかなまち

２つ目は「みんなでつくる健やかなまち」

です。

少子高齢化の急速な進行、社会環境の多様

化の中、安心して子どもを生み育てることが

でき、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で

自分らしく暮らすことができるよう、それぞ

れのニーズに合った多様な福祉・保健・医療

サービス体制を整えることにより、住民一人

一人が、生涯にわたっていきいきと暮らすこ

とのできる健やかなまちづくりを進めます。

〔児童福祉の充実〕

年少扶養控除の廃止による子育て世帯の

負担を軽減するため、平成20年度から発行し

ている得きっずカードの満点上乗せの額を

増額（2000円から4500円）し、新十津川ポイン

トカード会と連携を図り、更なる子育て世代

への支援を行います。

児童館においては、発達障がいや遅滞児童

に対する専門的な知識を有するアドバイザ

ーの相談体制の強化を図るとともに、児童館

厚生員の資質の向上を図り、町内児童の放課

後の受け入れ先として、健全な遊びや学習習

慣の場となるよう運営体制の充実を図りま

す。

〔障がい者福祉の充実〕

第２期新十津川町障がい者基本計画及び

第３期新十津川町障がい福祉計画に基づき、

障がい者の方が地域の中で心豊かに充実し

た生活を送ることができるよう、障がい者個

々のニーズに合ったサービスの提供に努め

ます。

また、関係機関との連携により障がい者の

自立や社会参加を支援します。

〔高齢者福祉の充実〕

高齢者の生きがい活動の充実のため、高齢

者いきいき応援プログラムの方針に基づき、

高齢者の健康の維持、増進及び学習や趣味活

動の助長を図るため、ふるさと学園大学のカ

リキュラムの充実、ゆめりあ部会やシニアい

きいきクラブなどの部会活動の支援を行う

とともに、体験講座を実施し新たな会員の確

保に努めます。

また、元気づくりの一環として、引き続き

レクワーカー養成講座を開設するほか、北海

道レクリエーション協会が主催する養成講

習会への参加経費を助成し、レクワーカーの

育成と資質向上を図るとともに、レクワーカ

ーの地域への派遣にも積極的に取り組みま

す。

高齢者の介護予防につきましては、身体機

能の維持向上を図るため、らくらく運動教室

など、参加しやすく効果的な介護予防事業を

実施します。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けることができるよう、緊急通報システ

ム及び救急医療情報キットを希望する世帯

に配置するほか、独居高齢者や障がい者など

支援を必要とする対象者の情報を要援護者

台帳として整備し、緊急時や災害時に備えま

す。

なお、これら高齢者の生活支援に必要な行

政サービスの提供方法につきましては、協議

会を設置し総合的に検討するとともに、モデ

ル地区に見守り推進員を配置し、高齢者見守

り生活支援ネットワークの構築を目指しま

す。

〔健康づくりの推進〕

疾病予防対策につきましては、ヒブ（イン

フルエンザ菌ｂ型）による髄膜炎及び小児肺

炎球菌による疾患を予防するため、２カ月以

上５歳未満の乳幼児を対象に予防接種を実

施します。

また、予防できる唯一のがんといわれてい

る子宮頸がんワクチンの予防接種を小学校

６年から高校１年の女子を対象に実施しま

す。

高齢者の方の肺炎による死亡率を低下さ

せるため、特に心臓・呼吸器系の慢性疾患者

や基礎疾患を持つ65歳以上の町民を対象に、

肺炎球菌ワクチン接種に係る費用の助成を

行うとともに、インフルエンザによる重症化

予防を図るため、高齢者と中学生以下の児童

生徒、乳幼児及び妊婦を対象にワクチン接種

費の助成を行います。

疾病の早期発見や重症化の予防、また生活

習慣の改善や健康維持の推進には、まず自分

の健康状態を把握していただくことが重要

と考え、健康診断の受診を積極的に奨励し受
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診率の向上に努めます。

基本健康診査及び国保加入者の特定健康

診査については、自己負担額を無料とします。

がん検診については、がん対策基本法による

受診率50パーセントを目指し各種のがん検

診を実施し、特に20歳から40歳まで５年ごと

の節目年齢の方の子宮頸がん検診、40歳から

60歳まで５年ごとの節目年齢の方の大腸が

ん検診を無料で実施します。

特定不妊治療については保険適用がされ

ず、また、１回の治療費が高額であることか

ら、特定不妊治療を受ける方の経済的負担を

軽減するため、助成制度を継続して実施しま

す。また、妊婦健診については、全14回分の健

診費用の助成を行い、受診抑制の防止と異常

の早期発見に努め、親と子の心身の健康維持

と増進に努めます。

町民の健康づくりでは、本町住民の糖尿病

予備群が全道に比較し多い傾向であること

から、北海道大学と連携し食生活、生活習慣

等との関係を研究することとし、栄養相談や

健康教室による食生活改善に対する支援を

行うとともに、町民の皆様に健康レシピを配

布し、バランスのとれた食生活の啓蒙に取り

組みます。

また、積極的に体を動かす習慣づくりのた

め、ウォーキング（有酸素運動）作戦を継続実

施するとともに、情報提供や啓発活動を通じ、

町民の健康増進に努めます。

〔医療環境の充実〕

子育て世帯の医療費負担の軽減を図るた

め、北海道の助成制度を拡張し、０歳から中

学生までの保険医療費の無料化を継続して

実施します。

また、障がい者やひとり親家庭等の医療費

について、自己負担分の医療費助成を行い負

担の軽減を図ります。

３ みんなでつくる豊かなまち

３つ目は「みんなでつくる豊かなまち」で

す。

本町の地域経済を支える基幹産業の農業

をはじめ、林業、商業、工業及び観光の振興に

向けた支援を行い、地域経済の活性化と雇用

の場を確保し、産業間の多様な交流や連携に

より新たな地域資源や産業を創出する、活気

あふれる豊かなまちづくりを進めます。

〔農業の振興〕

設立されたピンネ農業公社を中心として、

ピンネ農業協同組合及び農業委員会と連携

し、農地の利用集積による農業規模拡大、優

良農地の確保と効率的利用を図るとともに、

農業経営者の高齢化や担い手育成への対応

など、持続的な農業の発展を推進します。

また、地域が共同で取り組んできた農地、

農業用水等の資源の保全管理活動に加え、農

地周りの水路、農道等の施設の長寿命化のた

めの補修、更新などの活動を行う農地・水保

全管理支払交付金事業に取り組むとともに、

地球温暖化防止など、環境保全に効果の高い

営農活動や農薬や肥料の低減など、環境保全

型農業に取り組む農業者に対し支援を行い

ます。

さらに、農業生産条件が不利な状況にある

中山間地域等における農業生産の維持を図

りながら、多面的機能を確保するため中山間

地域等直接支払交付事業に引き続き取り組

みます。

農業基盤の整備のため現在３地区で行わ

れている面的集積事業については、関係機関

に積極な働きかけを行い、早期完了に努めま

す。

本町の農産物のブランド化を推し進める

ため、本町の基幹作物となっている米や推奨

産品のＰＲ活動を積極的に推進するととも

に、農業者が農産物の販路を拡大するため、

道産品アンテナショップ等への出店につい

て支援してまいります。

平成14年に着工した徳富ダムは、２月から

の湛水試験を経て本年度いよいよ完成の運

びとなります。

徳富ダムによる農業用水、水道水の安定的

な確保、そして災害の防止に大きく寄与する

ものと考えております。

近年、増え続けている有害鳥獣による農業

被害への対策として、有害鳥獣駆除の委託を

継続するとともに、アライグマ捕獲用箱わな

の購入費用を助成し被害対策を支援します。

〔林業の振興〕

町有林・民有林の保護育成では、町有林保

育管理事業として幌加町有林の更新伐、準備

地拵工事及び創造の森の補植を行い、森林の

適正な管理に努めます。

また、森林資源の循環利用や公益的機能の

高い森づくりを進め、伐採後の確実な植林や

無立木地への造林を支援するため、未来につ

なぐ森づくり推進事業に取り組むとともに、

森林経営計画の策定のもと、森林整備地域活

動の支援に引き続き取り組みます。

林道網の整備では、森林整備加速化・林業

再生事業を活用し、林道専用道「福井士寸線」

を新設し、森林整備の循環利用を促進し林業

の生産性向上に努めます。

〔商工業の振興〕

中小企業等の経営支援では、商店街の環境

整備や近代化への取り組みに対する中小企

業等近代化促進事業、また設備資金や運転資

金の融資あっせんを行い利子を補給する中

小企業事業資金保障融資事業を平成26年度

まで継続し経営基盤の強化を図ります。

商店街の活性化支援では、町内の商店の消

費拡大と活性化を図るため、商工会が取り組

む花いっぱい運動、イルミネーション事業等

の商店街の環境整備やスタンプラリー抽選

会などの地元消費拡大事業に対して支援を

行います。

〔観光の振興〕

観光情報の発信では、観光パンフレット、

新十津川町の四季に応じたポスターを作成

するとともに、ホームページなどを活用し観

光施設や特産品などの観光情報、イベント情

報を町内外に積極的に発信し観光客の誘致

に努めます。

都市と農村の交流促進では、農村の資源や

魅力を知っていただくため、札幌圏で開催さ

れる物産展等に積極的に参加するとともに、

農業体験等により交流人口の増加を図りま

す。また観光施設の拠点であるふるさと公園

内の文化伝習館、サンヒルズサライ、青少年

キャンプ村及び吉野公園の施設の老朽化対

策や備品の更新など、適正な維持管理に努め、

観光客を満足させるサービス体制の向上と

イメージアップを図ります。

観光の活性化につながる観光資源の有効

活用を図るため、新たな観光資源の掘り起こ

しを行い、観光協会やふるさとまつり実行委

員会等と連携し、地域の特色を最大限活用し

た手作りのイベントを年間通して実施し、活

気あふれるまちづくりを進めます。

４ みんなでつくる安心なまち

４つ目は「みんなでつくる安心なまち」で

す。

住民の皆様のかけがえのない生命と財産

を守るため、これまでの災害の教訓を踏まえ

消防・救急体制や、防災体制の一層の充実を

図るとともに、交通安全や防犯、防火を中心

とした日常生活での安全を確保し、子どもか

ら高齢者まで、穏やかに暮らすことのできる

安心なまちづくりを進めます。

〔消防・救急体制の充実〕

防火については、防火モデル地区の指定、

婦人防火クラブや少年消防クラブの活動の

充実、地域での消火訓練の実施など、幅広く

啓蒙活動を進めるとともに、火災等の発生に

対し適切かつ確実な対応を図るため、購入か

ら25年が経過した第２分団の消防車をタン

ク車に更新、更には老朽化した消火栓を改修

します。

また、徳富地区での救命救急への対応、国

道451号における交通事故や山菜取り等の遭

難事故への対応のため、吉野地区にドクター

ヘリの離発着場を整備し、救急救命体制の充

実を図ります。
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〔防災体制の充実〕

大規模な災害が起こった場合、行政だけで

は避難救助や災害復旧に十分対応できない

ことも想定され、自助、共助の中で安否確認

や避難所への避難など、自らが自主的に動く

防災体制の仕組みが求められています。

このことから、引き続き地域の防災士を養

成するための資格取得経費を助成するとと

もに、町においても防災に係る専門研修に職

員を派遣し、自主防災組織の設立をはじめと

する地域の要援護者支援の体制整備に向け

た取り組みを推進します。

また、災害発生時においてより速やかな対

応が図れるよう、職員初動マニュアルに基づ

く図上訓練を実施し、災害時における行政体

制の強化に努めます。

役場庁舎は、災害発生時における災害対応

の拠点であり、災害対策本部としての機能を

有していることから、昨年実施した耐震２次

診断を基に、老朽化した施設、設備の更新等

を含め耐震改修工事について方針を検討し

ます。

〔生活安全体制の充実〕

防犯体制の充実では、行政区が管理する町

内全域の防犯灯約950灯をすべてＬＥＤ化し、

安全で安心な明るいまちづくりを推進する

とともに、電気料削減による環境負荷の軽減

や行政区の負担軽減を図ります。

また、昨年から継続して実施する事業とし

て、中央区、文京区及び菊水区の国道沿いの

街路灯をＬＥＤ照明に改修します。

交通安全の推進では、安全・安心推進協会

の活動を支援し、連携して交通安全意識の啓

発に努めます。

また、高齢者の方などが自動車運転免許証

を自主返納したことを申し出た場合、運転免

許証に代わる身分証明書となる住基カード

を引き続き無償で発行します。

５ みんなでつくる学びのまち

５つ目は「みんなでつくる学びのまち」で

す。

本町の明日を担う大切な子どもたちが、心

身ともにたくましく育ち、生きる力を育むこ

とができるよう、家庭、地域、学校が連携し、

地域に開かれた特色ある教育環境の充実に

取り組みます。

また、乳幼児から高齢者までが生涯にわた

って学習活動や読書活動、文化・スポーツ活

動を行えるよう、場所と機会を提供し自己実

現を図ることができる学びのまちを推進し

ます。

〔学校教育の充実〕

学校教育環境の充実では、平成23年度から

小中学校で行っている特色ある学校づくり

を目的とした、生きる力を育む学校づくり事

業に対し支援を継続し、学校教育の充実を図

ります。

また、新十津川農業高等学校についても、

地域に根ざした高校として、特色を生かした

カリキュラムや活動に対し継続して支援を

行います。

経済的な理由から学用品や給食費などを

支援する就学援助については、更に支援を充

実いたします。

学校給食の充実では、地場産品を活用する

など食育を推進するとともに、給食の安全確

保に努めます。

〔社会教育の充実〕

社会教育活動の推進では、生涯学習の中心

的な位置づけとして、近年の少子高齢化、核

家族化、情報化などの社会環境の変化に対応

した社会教育活動を推進します。

読書活動の推進では、図書館の蔵書システ

ムの更新や周辺環境の整備を実施し、本に親

しむための環境を整備します。

文化活動の推進では、芸術鑑賞の機会を提

供するとともに、住民が自主的に取り組む文

化芸術活動を支援します。

スポーツ活動の促進では、年齢や体力に応

じたスポーツ活動機会の充実を図り、心と身

体の健康づくりを推進します。

６ みんなでともに歩むまち

６つ目は「みんなでともに歩むまち」です。

町を取り巻く情勢が大きく変化する中、住

民と行政が目的や課題を共有し、互いに連携

しながらまちづくりを進めることが求めら

れています。そのためには、情報の公開と共

有を図りながら住民活動の支援を進め、住民

に開かれた効率的な行財政運営により、住民

とともに歩むまちづくりを進めます。

〔住民参加の促進〕

広聴活動の推進では、まちづくり懇談会や

各種会合において、広く住民の意見を把握す

るとともに、本町のまちづくりの方策を審議

する総合行政審議会の意向を尊重し、住民参

加のまちづくりを推進します。

住民活動の支援では、行政と地域との協働

により行政区の自治活動への支援を行うと

ともに、自治活動の活性化を図るため、町内

会活動の研修機会の提供に努めます。

また、地域サポーター職員の研修により、

地域支援能力の向上を図り、地域活動の支援

に積極的に取り組みます。

〔行政の効率的な運営〕

行政事務の効率化では、各部署における行

政システムを計画的かつ適正に導入し、電算

化コストの軽減を図るとともに事務の効率

化、迅速化を目指します。

行政区自治会館の耐震化につきましては、

自治会館が住民活動の拠点となる施設であ

り、避難所としての機能も有することから、

耐震補強及び老朽化に対する改修方法につ

いて、行政区のご意見を伺いながら本年度中

に耐震改修の方向性を決定します。

また、安定財政の推進では、町税をはじめ

とする自主財源の確保、受益者負担の適正化

を進めるほか、常に事務事業の見直しを行い、

低コストで効率的な行政を推進するため、財

政状況の推移を注視しながら健全な財政運

営に努めます。

【むすびに】

以上、平成25年度の町政に臨む私の所信を

述べさせていただきました。

地方自治体の運営は、地方交付税の削減、

補助金の廃止や補助率の低下、また制度改正

による負担の増加など、自主財源の乏しい市

町村においては厳しい財政運営となってお

ります。

しかし本町においては、この10年間で町の

貯金である基金残高は増加、町の借金である

町債残高は減少しており、財政の健全判断比

率の数値も改善し、道内でも上位に位置する

ようになりました。

このように財政運営の健全化が図られて

おりますのも、町民の皆様が自ら主体的に地

域活動に参加いただいていること、また、補

助金・負担金等の執行基準の見直しについて

コスト意識を共有していただいたことなど、

自立した行政運営と公正かつ簡素で効果的

な公共サービス提供の在り方に、格別なご理

解とご協力を賜ったからこそであり、衷心よ

り感謝とお礼を申し上げます。

私たちには、先人から受け継いだまちを守

り、育て、次の世代に繋げていく使命がある

と考えています。

これからも「豊かな自然 あふれる笑顔

みんなで創る いきいき未来」という未来像

の実現に向け、まちの自然環境、歴史や文化

を活かし、住民の参画によって一人一人がま

ちづくりの主人公となるよう、町政の推進に

全力を尽くす所存でありますので、町議会の

皆様をはじめ、町民の皆様に、一層のご理解

とご協力を心からお願い申し上げます。


