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予算概要予算概要

（１）総　括
　平成29年度の全会計の予算総額は、69億4090万円となり、平成28年度の予算総額と比較すると、3.8％増加し
ました。
　各会計の予算額は次のとおりです。

各会計予算総括表	 （単位：千円）

会　　　　　　計 平成29年度
当初予算

平成28年度
当初予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 6,213,903 5,959,217 254,686 4.3

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 394,414 392,843 1,571 0.4
後期高齢者医療特別会計 107,642 102,915 4,727 4.6
下 水 道 事 業 特 別 会 計 191,480 197,593 △	6,113 △	3.1
農業集落排水事業特別会計 33,465 33,962 △	497 △	1.5

小　　　　　計 727,001 727,313 △	312 △	0.1
総　　　　　合　　　　　計 6,940,904 6,686,530 254,374 3.8

（２）一般会計
　一般会計の収入と支出について、その内容を説明します。

【収入】一般会計の収入の内訳は次のとおりです。

一般会計収入	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成29年度
予　算

平成28年度
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

依

存

財

源

地 方 譲 与 税 な ど 222,600 235,400 △	12,800 △	5.4
地 方 交 付 税 2,935,000 2,935,000 0 0.0
国 庫 支 出 金 298,319 344,771 △	46,452 △	13.5
道 支 出 金 460,921 469,296 △	8,375 △	1.8
借 金 888,600 587,200 301,400 51.3

自

主

財

源

町 税 535,418 524,176 11,242 2.1
分 担 金 お よ び 負 担 金 65,710 61,284 4,426 7.2
使 用 料 お よ び 手 数 料 128,363 128,913 △	550 △	0.4
財産収入・諸収入など 327,324 304,636 22,688 7.4
繰 入 金 351,648 368,541 △	16,893 △	4.6
合　　　　　　計 6,213,903 5,959,217 254,686 4.3

　依存財源とは、国や北海道から受けるお金や借金のことを、自主財源とは、まちが町民などから直接受けるお
金のことをいいます。依存財源がまちの収入の約８割を占めており、中でも地方交付税は収入全体の約半分を占
める重要な財源です。地方交付税は、決まったことにしか使うことができない国・道支出金や借金とは異なり、
まちが自由に使うことができるお金です。
　平成28年度予算と比較すると、依存財源では借金が大きく増加しています。その要因は、行政区自治会館の建
替えや国営樺戸（二期）地区土地改良事業の負担金を支払うための借金です。自主財源では、大きな増減はあり
ません。
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【支出】一般会計の支出の内訳は次のとおりです。

一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成29年度	
予　算

平成28年度	
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 1,016,425 857,557 158,868 18.5
民 生 費 789,864 726,034 63,830 8.8
衛 生 費 637,533 625,340 12,193 1.9
農 林 水 産 業 費 747,515 467,300 280,215 60.0
商 工 費 184,230 222,233 △	38,003 △	17.1
土 木 費 644,391 728,496 △	84,105 △	11.5
消 防 費 200,350 262,933 △	62,583 △	23.8
教 育 費 458,239 467,986 △	9,747 △	2.1
公 債 費 597,667 642,693 △	45,026 △	7.0
職 員 費 847,314 862,506 △	15,192 △	1.8
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 60,375 66,139 △	5,764 △	8.7
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 6,213,903 5,959,217 254,686 4.3

　農林水産業費が大きく増加していますが、これは国営樺戸（二期）地区土地改良事業の負担金の支払いが大き
な要因となっています。
　総務費も増加していますが、３つの行政区自治会館を建替えるためです。
　消防費が減少しているのは、平成28年度に消防車を更新しましたが、平成29年度は更新車両がないためです。

（３）まちの貯金と借金の残高

　平成28年度末までの10年間で、まちの貯金と借金の残高は次のとおり推移しています。

　この10年間で借金は大きく減少し、貯金は大きく増加しました。
　平成27年度末と比較して約10億円も貯金が増加しているのは、庁舎建設の財源にするために７億2000万円の積
み立てなどを行ったためです。
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【はじめに】
　平成29年第１回定例会において、
予算をはじめ関連する議案をご審議
いただくにあたり、町政執行の所信
と施策の方針を申し上げ、町議会議
員の皆様並びに町民の皆様のご理解
とご協力を賜りたいと存じます。

　私が町政の舵取り役を担わせてい
ただいてから２年が経とうとし、早
くも任期の折り返しの年となりま
す。この間、国においては、人口減
少問題に取組むため「まち・ひと・
しごと創生法」が施行され、本町に
おいても多くの町民の皆様のご意見
や議員各位の賛同を得て、新十津川
版の総合戦略と人口ビジョンを策定
いたしました。

　平成28年度は、町民の皆様の期待
に応えるために「総合戦略実行元年」
と位置付け、「子育ての支援と教育
の充実を核とした子どもの笑顔があ
ふれるまち」の目標実現に向け、ス
ピード感をもって取り組んできたと
ころでありますが、人口減少に歯止
めがかからないのが現状です。

　こうした状況を打開するため、総
合戦略の着実な推進と新たな取組み
を展開し「住んで良かった町、住ん
でみたい町、新十津川」と感じてい
ただけるよう、最大限の努力を払っ
て、後世に誇れるまちづくりを推進
してまいります。

　私は、この思いを実現するため、
４つの課題を重点政策として、誠心
誠意これを推進してまいります。

【平成29年度の重点政策】
　第１に「経済の循環と活性化」で
ございます。
　経済のグローバル化や少子高齢
化、人口減少など、経済環境、社会
環境が大きく変化する中、活力ある
地域経済を創出するため、基幹産業
である農業の持続的発展を中心に、
林業、商業、工業そして観光への支

援を行い、起業を含めた雇用の創出
と地域資源を活用した経済の活性化
に努めてまいります。

　第２に「人口減少対策」でござい
ます。
　人口減少問題の行く末は、町の存
亡にもかかわる大きな問題でありま
す。新十津川町総合戦略で示した子
育て支援、教育の充実、産業振興、
定住の促進など、様々な施策を組み
合わせながら、人口減少に一定の歯
止めをかける対策を講じてまいりま
す。

　第３に「健康づくり対策と高齢者
支援」でございます。
　昭和43年に道内に先駆けて「健康
づくり宣言」を掲げてから平成30
年で50年の節目を迎えます。「町民こ
ぞって健康であること。」の原点に
立ち返り、町民一人ひとりが健康意
識の向上に努めていただけるよう環
境整備に努めてまいります。

　第４に「健全財政の維持」でござ
います。
　本町の財政は、平成16年度から行
政と町民が一丸となって取り組んで
きた行財政改革が功を奏し、道内で
も有数の健全財政を保つ自治体とな
りました。「新十津川町総合戦略」に
特化し、選択と集中をもって必要な
事業に取り組んでまいりますが、今
後においても財政規律を緩めること
なく、歳入の確保と効率的な歳出の
執行に努めてまいります。

　以上、取り組むべき４つの主要な
政策を申し上げましたが、この他に
も課題が山積しております。その課
題解決に向け、町民の皆様と対話を
深め、職員の英知と創意工夫を結集
し、町政を推進してまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。

　それでは、平成29年度の主な事業
について、第５次総合計画の目標に
沿ってご説明いたします。

１　みんなでつくる住みよいまち
　一つ目は、「みんなでつくる住み
よいまち」です。
　本町の雄大な自然環境は、わが町
の貴重な宝であり、未来の子供たち
にその大切な宝を引き継ぐことは町
の責務であります。ごみの減量化、
資源のリサイクルを推進し、地球環
境にやさしい循環型社会の形成を推
し進めてまいります。
　また、町民の皆様が快適に暮らせ
るよう生活基盤の充実を図り、道路
環境の整備、地域公共交通の確保に
努めてまいります。

〔環境の保全〕
　地球の温暖化や限りあるエネル
ギー資源の重要性を考えると、町民
一人ひとりの環境資源に対する意識
の向上が求められます。
　ごみの減量対策につきましては、
不用衣類の回収を地域の会館など身
近な場所で実施できるよう、モデル
行政区を設定し、回収率の向上に努
めてまいります。
　平成33年度の供用開始を目指す
「滝の川斎苑」の改築につきまして
は、中空知衛生施設組合構成市町と
連携を密にし、一体的な事業として
執り進めてまいります。

〔生活基盤の整備〕
　安心して住み続けられる居住環境
の充実と地域経済の活性化を目的と
して、昨年に引き続き個人住宅の増
改築やリフォーム費用の一部を助成
する「安心すまいる助成事業」を実
施いたします。
　定住促進対策事業につきまして
は、平成26年度の制度創設以来、69
世帯、198人の方に利用していただ
き、人口の社会減に効果を上げてき
ております。
　本年度は、札幌市や旭川市などに
もＰＲ範囲を広げ、本町の住宅支援
策や充実した子育て支援、教育環境
をアピールし、一人でも多くの方に
住んでいただけるよう広報活動を強
化いたします。また、町内の住宅供

町政執行方針町政執行方針
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給量が不足していることから、共同
賃貸住宅建設促進事業を引き続き実
施するとともに、公営住宅の建替え
や修繕計画を示す「公営住宅等長寿
命化計画」の見直しを行ってまいり
ます。

〔交通環境の充実〕
　地域公共交通につきましては、引
き続き、北海道中央バスや町内運行
事業者に対し費用の一部を負担し、
町民に必要な足の確保に努めてまい
ります。また、町内の運行事業者の
協力を得て、本年４月から定期券制
度を導入し、通学や通勤する方の利
便性の向上を図ってまいります。
　国道や道道につきましては、道央
圏の主要道路であることに加え、防
災上の視点でも欠くことのできない
重要な道路となっております。夏期
の道路補修から冬期の除排雪に至る
まで、安全走行上の維持管理を徹底
していただくよう、国などの関係機
関に要望してまいります。
　主な町道の整備につきましては、
青葉団地内の舗装補修及び中学校横
の文京西３線の道路改修工事を行う
ほか、菊水区内全域の道路構造を見
直すための調査設計を実施いたしま
す。また、橋りょう整備につきまし
ては、長寿命化計画に基づき、橋りょ
う32橋の調査及び夢色の橋、井向橋
の補修工事を実施いたします。

２　みんなでつくる健やかなまち
　二つ目は、「みんなでつくる健や
かなまち」です。
　本町では、子どもを産み育てる世
代の人口が減少し、昨年１年間の
出生数は過去最低の28人となりまし
た。この町の活力を維持していくた
めにも、若者世代の人口を維持して
いかねばなりません。妊娠・出産の
不安を解消するとともに安心して子
どもが育てられる環境づくりを推進
してまいります。
　また、高齢者や障がいをもつ方が
生き生きとした活動をし、生きがい
を持って暮らせる環境づくりに取り

組むとともに、若者からお年寄りま
で健康で明るい社会の実現を目指し
てまいります。

〔児童福祉の充実〕
　子ども生活応援事業につきまして
は、本年度から得きっずカードの配
布対象世帯を中学生から高校生まで
に引き上げるとともに、子どもの人
数が多い世帯においては、人数に応
じてカードの枚数を増やし、支援の
拡充を図ってまいります。また、第
３子以降の保育園、幼稚園の保育料
無料化や滝川市と連携し保育園に通
園する児童の怪我や病気の回復期に
専用保育室へ預け入れができる「病
後児保育」の実施、さらには昨年か
ら本格稼働した放課後児童クラブの
体制充実にも努め、就業している親
御さんが安心して子育てしやすい環
境づくりに取り組んでまいります。

〔障がい者福祉の充実〕
　障がいをもつ方が地域社会の一員
として自立した生活が送れるよう、
相談支援の充実と障がいをもつ方の
ニーズに合ったサービスの提供に努
めてまいります。

〔高齢者福祉の充実〕
　高齢者の生きがい活動としては、
ゆめりあ部会やシニアいきいきクラ
ブなどの活動に加え、北海道日本ハ
ムファイターズと連携を図り「食と
健康」をテーマとしたふるさと学園
大学土曜講座を開設いたします。
　高齢者等の緊急通報システムは、
同居者が就労などにより日中だけ独
居となる方でも利用できるよう、対
象者の範囲を広げ実施してまいりま
す。
　高齢者や障がいをもつ方に対する
見守り活動や給食提供などのボラン
ティア活動については、新たに有償
ボランティアポイント制度としてス
タートいたします。
　認知症対策としては、本年４月か
ら空知中部広域連合の構成市町で、
「認知症初期集中支援チーム」を新

たに設置いたします。砂川市立病院
の認知症サポート医師の支援を受
け、認知症の方々やその家族に早期
に関わり、早期診断、早期対応に向
けた支援に努めてまいります。

〔健康づくりの推進〕
　母子保健対策については、妊婦の
一般健診、超音波エコー検査に助成
するとともに、妊婦から乳幼児期ま
での切れ目のない、きめ細やかな健
康相談と健診を行ってまいります。
　冒頭申し上げましたとおり、昭和
43年に「健康づくりの町宣言」を行っ
てから平成30年度をもって50年を迎
えようとしています。
　本年は50周年記念プレ事業とし
て、「私の健康づくり登録事業」と
題し、自分の健康づくりの目標を設
定し、健康管理に努めていただくほ
か、町内事業所単位で健診事業に関
心を深めていただくための「健康づ
くり応援事業所登録事業」を実施い
たします。

〔医療環境の充実〕
　医療費助成制度については、子ど
もを育てる世帯の医療費の負担を軽
減するため、対象範囲を高校生以下
として助成いたします。また、不妊
治療を行うご夫婦の経済的な負担を
軽減するために、特定不妊治療に加
え、一般不妊治療費に対しても支援
してまいります。

３　みんなでつくる豊かなまち
　三つ目は、「みんなでつくる豊か
なまち」です。
　まちの活性化のためには、まず基
幹産業である農業が元気に成らなけ
ればなりません。農業の元気が商工
業の元気につながり、ひいては町民
の元気につながるものと考えており
ます。それぞれの業種に適宜支援を
行い、地域経済の活性化と雇用の場
を確保し、活気あふれる豊かなまち
づくりを進めてまいります。
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〔農業の振興〕
　農産物のブランド化につきまして
は、ブランド農産物の認定や推奨
マーク制度を進めてまいりました
が、農業所得の向上に結びついてい
ないことは否めません。これまで
行ってきた対面販売事業は、売上げ
も順調に伸び、リピーターも増えて
いることから継続することとし、町
としてのイメージアップやブランド
化という観点から、農産物に限定し
ない加工品も含めたブランド向上へ
の取組みも視野に入れ、本年度中に
協議会において今後の方向性を検討
してまいります。
　新規就農者の確保につきまして
は、地域おこし協力隊員の農業支援
員を募集し、農作業従事や農業研修
を行いながら就農を目指す将来の担
い手を育成してまいります。
　全道一の生産量を誇る酒米を使用
した新たな特産品開発として、酒造
以外の商品化を目指し、研究機関や
地域おこし協力隊の協力を得て試作
品の開発に取り組んでまいります。
　本年３月をもって徳富ダム建設に
関連した国営樺戸・樺戸（二期）地
区の工事がすべて完了致します。昭
和49年の事業調査から実に43年の長
い歳月をかけて完了したことになり
ます。ダム工事に関連した樺戸二期
地区の地元負担金を繰上償還すると
ともに、今秋には、国や期成会が主
宰する完工式と祝賀会を開催する予
定となっております。

〔林業の振興〕
　町有林、民有林につきましては、
森林整備計画及び森林所有者が作成
する森林施業計画に基づき、植林や
間伐、下草刈りなど、適正な森林管
理を行ってまいります。また、林地
残材などの未利用資源については、
メーカー技術者の協力を得ながら、
バイオマスエネルギーとしての活用
が実現可能か検討してまいります。

〔商工業の振興〕
　中小企業者への支援策について

は、中小企業者応援事業において店
舗整備や商品開発、人材育成を支援
するほか、マーケティング調査や新
商品開発の研究、イベントの実施な
ど、ソフト面への支援も行ってまい
ります。
　また、事業者が取り組む新たな設
備投資や雇用に対し、企業振興促進
条例に基づき支援するとともに、国
や北海道、本町独自の保障融資制度
による利子補給を行い、安定的な経
営を持続するため支援を行ってまい
ります。
　商工会が実施する地元消費拡大の
ための取組に対し支援するととも
に、商工会の運営に必要な支援を継
続いたします。

〔観光の振興〕
　本町の観光の拠点であるふるさと
公園は、町内外の多くの方に利用さ
れております。本年度が最終年度と
なる観光振興計画を見直す中で、公
園内の事業者と連携を図りながら、
観光ニーズを把握し、解体したふる
さと公園管理棟周辺の整備も含め、
新たな観光振興計画を策定いたしま
す。
　北海道大学と連携し平成27年度か
ら取り組んできた「観光資源発掘事
業」は、観光資源の洗い出しや町内
の食材を使ったレシピの開発を行っ
てまいりました。最終年である本年
度は、これらの本町の魅力を組み入
れたモニターツアーを実施し、観光
周遊ルートとしての商品化を目指し
てまいります。
　ＪＲ札沼線沿線３町が連携し企画
する「国道275号歴史街道バスツアー
（町長がバスガイド）」は、札沼線
の一部区間の乗車と町内観光を組み
合わせたツアーとなっており、私が
バスに乗車し「語り部」として町内
を案内するものです。町外の方に本
町の歴史や名所、農産物などの魅力
を伝え、再訪していただけるよう努
力いたします。

〔雇用の創出〕
　雇用の創出については、農業、林
業、商工業及び観光に係る支援策に
より、町内の新たな雇用につながる
よう執り進めてまいります。
　また、ピンネ農業公社と連携を図
り、新規就農者を支援するとともに、
地域おこし協力隊員の本町定着に向
けた支援に取り組んでまいります。

４　みんなでつくる安心なまち
　四つ目は、「みんなでつくる安心
なまち」でございます。
　昨年、北関東を襲った豪雨災害は、
河川に囲まれた本町にとって脅威と
不安を感じる出来事でした。幸いに
も、ここ数年、本町では大きな災害
がありませんが、全国各地で起きて
いる洪水や地震、豪雪による災害を
無視することはできません。
　災害と向き合い、事前に被害を最
小限にとどめる「減災」を災害対応
の基本理念とし、行政と地域、町民
とが相互に協力し合い、人命尊重を
第一に日頃からの防災意識の向上と
減災への取組みに努めてまいります。

〔防災体制の充実〕
　近年、全国各地において異常気象
による災害が発生していることか
ら、災害対策基本法や石狩川の浸水
想定図の見直しなどを踏まえ、「新
十津川町地域防災計画」の見直し並
びに11年ぶりとなる「洪水ハザード
マップ」の更新を行います。
　平成９年に放送を開始した防災行
政無線は、導入後20年が経過し、ア
ナログ放送に加え機器も老朽化して
いることから、役場庁舎の建替えに
併せ、更新の検討を進めてまいりま
す。
　平成27年度から計画的に進めてき
た行政区会館の建替工事は、文京区、
花月区、総進区の建設をもって完了
いたします。行政区会館は、地域の
コミュニティの場であるとともに、
災害時の重要な避難所として位置付
けておりますので、会館建設に併せ、
災害発生時の初期活動が迅速に行え
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るよう、全行政区において自主防災
組織の設立を支援してまいります。
　新型インフルエンザ対策として、
発生時の行政機能が低下することの
ないよう、パンデミック対策に必要
なマスクや防護服などの装備品を購
入し、緊急時の対応を万全にしてま
いります。

〔消防・救急体制の充実〕
　本町の消防体制は、５つの分団か
ら組織されており、地域住民の生命・
財産を守るため防火や消火、災害活
動に至るまで積極的な活動をしてい
ただいております。本年度は、消防
団員が安全かつ身軽に活動できるよ
う、新たにヘルメットや雨具などを
購入し、装備の充実に努めてまいり
ます。

〔生活安全体制の充実〕
　防犯対策につきましては、新十津
川町安全・安心推進協会のご協力を
賜り、青色回転灯パトロールを継続
するとともに、「子ども110番の家事
業」による児童・生徒への安全対策
も継続してまいります。
　交通安全の推進につきましては、
交通死亡事故ゼロが昨年暮れに
1,700日を超えました。交通安全指
導員や関係機関、関係団体の皆様の
たゆまぬご尽力に深く感謝申し上げ
ます。今後においても、交通安全の
啓発活動、さらには小中学生や高齢
者向けの交通安全教育にも力を入
れ、交通事故の防止に努めてまいり
ます。

５　みんなでつくる学びのまち
　五つ目は、「みんなでつくる学び
のまち」でございます。
　去る２月に開催した総合教育会議
におきまして、平成33年度までの今
後５か年に亘る教育施策の方針を示
す「新十津川町教育の振興に関する
施策の大綱」の改定を行ったところ
です。
　本町の教育につきましては、学校・
家庭・地域・行政が連携し、社会全

体で子どもを育むとともに、誰もが
学び、豊かな感性を育てることがで
きる教育環境を目指し、総合教育会
議を中心に町長部局と教育委員会が
意思疎通と連携の上、教育・文化の
振興を図ってまいります。
　なお、教育行政の具体的な施策の
推進につきましては、教育長からの
教育行政執行方針で説明がございま
すので、私からは控えさせていただ
きます。

６　みんなでともに歩むまち
　六つ目は、「みんなでともに歩む
まち」です。
　まちづくり基本条例の精神のも
と、協働のまちづくりを町政の中心
に据え、情報共有と住民参加のまち
づくりに取り組んでまいりました。
これまで、議会や総合行政審議会、
まちづくり懇談会等を通じ、多くの
町民の方からまちづくりに対するご
意見をいただきましたので、これら
を真摯に受け止め、町政に反映する
とともに、町民の皆様が町政に参加
しやすい環境づくりの推進に努めて
まいります。

〔住民参加の促進〕
　広報活動につきましては、広報や
まちづくり読本、ホームページなど
を中心に、行政が持つ情報をきめ細
かく発信いたします。また、町の紹
介やイベント紹介、移住定住に関す
る動画映像を制作し、本町の魅力を
多くの方に見ていただけるようホー
ムページなどで配信してまいります。
　広聴活動につきましては、まちづ
くり懇談会や各種会合、総合行政審
議会において、広く町民の皆様の意
見を把握しながら、町の計画や事業
に反映させるよう、住民参加のまち
づくりを目指してまいります。
　行政区活動の支援につきまして
は、本年度から地域がもつ自然や文
化、伝統を次世代に継承することを
目的とした「郷土愛育成事業」を活
動支援交付金に加え、地域コミュニ
ティの醸成を図ってまいります。

〔行政の効率的な運営〕
　健全な自治体運営の推進につきま
しては、厳しい財政状況と老朽化や
人口減少により、公共施設の配置や
あり方が大きな課題となっていま
す。「新十津川町公共施設等総合管理
計画」に基づき、公共施設の更新、
長寿命化を計画的に実施し、財政負
担を軽減、平準化することで、未来
に負担を残さない効率的・効果的な
公共施設の配置を目指してまいりま
す。
　新庁舎の建設につきましては、昨
年策定した新庁舎建設基本構想に基
づき、基本設計の策定と地盤調査を
実施いたします。基本的な設計案が
出来上がった段階で、ご意見をい
ただく場を設け、新たな庁舎の設計
に組み入れたいと考えております。
また、基本構想の中で建設に必要な
事業費を最大25億円と定めましたの
で、その財源を工面する際には、国
からの有利な地方財政措置を選択す
るとともに、計画的に庁舎建設基金
を積み立て、財政負担の軽減に努め
てまいります。

　以上、平成29年度の町政の執行に
ついて所信の一端を述べさせていた
だきました。

〔むすびに〕
　本年は、昭和32年の町制施行と
なってから60周年を迎える記念すべ
き年に当たります。
　先人の苦労と努力に感謝の念を持
ち、次代を担う子どもたちや町民の
皆様が安心して暮らすことができる
よう、困難に屈せず、果敢に進むこ
とを意味する「敢

かん
為
い

邁
まい

往
おう

」の信念を
もって、職員の先頭に立ち町政運営
にまい進する決意であります。
　町議会議員の皆様、町民の皆様の
ご理解とご協力を心からお願い申し
上げ、「平成29年度の町政執行方針」
の結びといたします。


