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予算概要予算概要

（１）総　括
　令和２年度の予算総額は93億7728万円となり、令和元年度６月補正後の予算と比較すると役場新庁舎の工事に
伴う支出が増えるため、予算総額は22.7％増えています。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 令和２年度
当初予算

令和元年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 8,753,130 7,036,630 1,716,500 24.4

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 274,746 276,944 △	2,198 △	0.8
後期高齢者医療特別会計 118,049 116,082 1,967 1.7
下 水 道 事 業 特 別 会 計 195,966 181,617 14,349 7.9
農業集落排水事業特別会計 35,382 30,160 5,222 17.3

小　　　　　計 624,143 604,803 19,340 3.2
総　　　　　合　　　　　計 9,377,273 7,641,433 1,735,840 22.7

※令和元年度は当初予算に６月補正予算を加えた額が実質的な当初予算となります。

（２）一般会計
　一般会計の収入と支出について、内訳は次のとおりです。

一般会計収入	 （単位：千円）

項　　　　　　目 令和２年度
予　算

令和元年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

依
存
財
源

地 方 譲 与 税 な ど 260,212 242,300 17,912 7.4
地 方 交 付 税 2,935,000 2,935,000 0 0.0
国 ・ 道 か ら の 支 出 金 1,034,660 882,224 152,436 17.3
借 金 2,345,600 996,400 1,349,200 135.4

自

主

財

源

町 税 551,905 566,205 △	14,300 △	2.5
分 担 金 お よ び 負 担 金 63,328 69,582 △	6,254 △	9.0
使 用 料 お よ び 手 数 料 124,452 126,566 △	2,114 △	1.7
財産収入・諸収入など 548,687 432,769 115,918 26.8
繰 入 金 889,286 785,584 103,702 13.2
合　　　　　　計 8,753,130 7,036,630 1,716,500 24.4

　　ポイント

依存財源：国・道から受ける支出金や借金
自主財源：まちが町民などから直接受けるお金（町税や各施設の使用料）
　依存財源がまちの収入の４分の３を占め、中でも地方交付税は収入全体の３分の１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・道からの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。
　令和元年度予算と比較すると、役場新庁舎の工事に伴い多額の借り入れを行うため、借金が大きく増加し
ています。
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一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 令和２年度
予　算

令和元年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 2,620,806 1,208,605 1,412,201 116.8
民 生 費 940,544 1,222,467 △	281,923 △	23.1
衛 生 費 555,580 548,929 6,651 1.2
農 林 水 産 業 費 886,995 510,127 376,868 73.9
商 工 費 239,898 241,652 △	1,754 △	0.7
土 木 費 877,781 762,398 115,383 15.1
消 防 費 444,965 356,048 88,917 25.0
教 育 費 514,051 565,606 △	51,555 △	9.1
公 債 費 704,500 668,854 35,646 5.3
職 員 費 870,744 856,761 13,983 1.6
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 67,266 65,183 2,083 3.2
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 8,753,130 7,036,630 1,716,500 24.4

　　ポイント

総務費：役場庁舎建替えのため、事業費が大きく増えています。新庁舎は令和２年12月に工事が完了し、令
和３年５月に供用を開始する予定です。（49ページ）

農林水産業費：町内の森林から発生する間伐材を燃料として稼働させる木質バイオマスボイラー施設を、ふ
るさと公園に建設するため、事業費が大きく増えています。（30ページ）

消防費：平成30年度から３カ年計画で進めている防災無線の電波をデジタル化する事業が完了します。今年
度は屋外スピーカーの設置工事などを行うため、事業費が増えています。（37ページ）

（３）まちの貯金と借金の残高
　令和元年度末までの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。

　令和２年度以降は役場庁舎の建替えにより、一時的に借金が増え、貯金は減ると見込まれますが、計画的な借
入れと返済を行うことで健全な財政状況を維持していきます。
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【はじめに】
　令和２年第１回定例会の開会に当たり、
町議会議員をはじめ、町民の皆さまに町政
執行に対する私の所信と主要政策の一端を
申し上げます。
　私は、昨年の統一地方選挙におきまして、
町民の皆さまの温かいご支援を賜り、無投
票当選の栄を受け、再選させていただきま
した。早一年が経過しようとしております
が、この間、議員各位並びに町民の皆さま
のご協力により、着実な町政運営を推進で
きましたことに対し、心からお礼を申し上
げます。
　
　本年は、奈良県十津川郷における未曽有
の災害を契機に団体移住をした先人たち
が、開拓の鍬を下ろしてから130年の節目
の年となります。経験したことのない厳し
い寒さに耐え、鬱蒼とした原生林を一本一
本切り倒すなど不撓不屈の精神で幾多の困
難を乗り越え、現在の自然豊かで美田が広
がる我がまち新十津川があります。この郷
土新十津川を未来へ繋いでいくのが、我々
の使命であり、私が町民の皆さまにお約束
したまちづくりの「柱」である「住みよい
まち」「健やかなまち」「豊かなまち」「安
心なまち」「学びのまち」「ともに歩むまち」
の実現に向けた取組を一歩一歩、着実に推
進しているところでございます。
　しかしながら、少子高齢化や人口減少、
目まぐるしく移り変わる社会情勢など、地
方自治体を取り巻く環境は、依然として厳
しいものがあります。
　このような中でも常に前を向き、これま
で積み重ねてきた取組を基礎として、これ
からも町民の皆さまが安心して住み続けら
れる魅力ある新十津川を築くために、堅実
かつ確実な財政運営を堅持しつつ、町民
ニーズを的確に把握し、行政運営にまい進
してまいります。

　この思いを実現するため、５つの重点政
策を目標に取り組んでまいります。

【重点として取り組む政策】
〔農業の持続的発展〕
　第１に「農業の持続的発展」でございます。
　ＪＡピンネをはじめとした町内農業関係
団体並びに農機具メーカーと行政が一体と
なり、官民が連携した組織により進めてい
るスマート農業技術の開発・実証プロジェ
クト事業につきましては、これまでの実証
データをもとに、播種、田植えから収穫、
乾燥までの一連した農作業につきまして、
家族経営を基本としたスマート農業の更な

る高みを目指し、高品質で、かつ良食味米
の生産性の向上を図るとともに、未来へ向
けた持続可能な農業となるよう社会実装を
推進してまいります。

〔人口減少の抑制〕
　第２に「人口減少の抑制」でございます。
　平成27年度に人口減少の歯止めとして策
定した新十津川町総合戦略における施策の
展開により、昨年１年間で、転入者が転出
者を上回る社会増に転ずる喜ばしい結果と
なりました。当初、国立社会保障・人口問
題研究所が推計した人口予測値よりも人口
減少の抑制が図られ、これまでの定住促進
の取組が成果を上げていると受け止めてお
ります。今後も継続して集中的に取り組ま
なければならない最重要課題であることか
ら、総合戦略を２年間延長し、「子育て支
援と教育」を核として人口減少の抑制に努
めてまいります。

〔ＪＲ札沼線廃線に伴うまちづくり〕
　第３に「ＪＲ札沼線廃線に伴うまちづく
り」でございます。
　これまで長らく町民の皆さまに親しまれ
てきたＪＲ札沼線の一部区間が、５月７日
で廃線となります。廃線までの間、町民の
みならず訪れた大勢の方の心に深く刻まれ
るよう、様々なイベント等を通じて皆さま
を出迎え、有終の美を飾られるよう努めて
まいります。
　また、廃線後は、安全・安心な道路交通
網を整備するため、線路等の撤去、踏切と
交差する道路の改築を計画的に進めるほ
か、本町の中心部に位置する新十津川駅周
辺の街並み整備を行ってまいります。さら
には、これまで線路により分断されていた
沿線農地の大区画化などの基盤整備を計画
的に進めてまいります。

〔災害対策〕
　第４に「災害対策」でございます。
　地球温暖化の影響とも言われている昨今
の異常気象により、毎年のように、日本列
島のいたるところで災害が発生しており、
本町においてもいつ何時、大きな災害に見
舞われるかわかりません。
　万が一の大規模自然災害から町民の生
命・財産を守り、安全・安心な暮らしと本
町の持続的な発展を確保するためには、ま
ちづくり政策や産業政策も含めた様々な分
野におけるハード・ソフト両面にわたる総
合的な対策が必要となります。このため、
その指針となる国土強靭化地域計画を策定
し、災害に負けない強靭な地域づくりを推

進してまいります。
　昨年、道外では台風19号などで中小河川
が氾濫し、大規模な浸水被害が相次ぎまし
た。水害の未然防止のためには、河川の適
切な維持管理が重要なことから、本町が管
理する普通河川について、支障樹木の伐採
等を実施するとともに、堆積土砂管理計画
を定め、計画的な維持管理に努めてまいり
ます。

〔健全財政の維持〕
　第５に「健全財政の維持」でございます。
　多様化する住民ニーズを的確にとらえ、
持続可能な自治体経営を推進するため、選
択と集中をもって必要な事業に取り組み、
総合計画及び総合戦略の着実な推進を図り
ます。
　令和２年度の一般会計の当初予算額は、
前年度当初予算と比べ、36.5％増の87億
5,313万円と19年ぶりに80億円を超える予
算規模となっております。主に新庁舎建設
に係る事業費の増によるものですが、これ
まで計画的に積み立てた基金を財源に充て
るほか、有利な起債や国の補助を受け、一
般財源の抑制を図ることとしております。
　申し上げるまでもなく、財政の安定化は
行政運営の基本でありますから、限られた
予算の中で最大限の効果が図られるよう、
加えて、後年次に負担を残さぬよう、引き
続き国からの有利な地方財政措置を選択し
ていくとともに、自主財源の確保に努め、
効率的な財源活用を進めてまいります。
　また、新庁舎建設に合わせ、町民の皆さ
まの利便性が増す行政組織となるよう、所
掌事務を見直すほか、事務改善を積極的に
進め、効率的で生産性の高い行政運営に努
めてまいります。

【まちづくりの施策】
　次に、令和２年度における施策の主な事
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。
　先人たちから受け継いできた文化や歴史
だけでなく、本町の豊かな自然を守り育
て、自然からもたらされる恩恵についても
次の世代に確実に伝えていかねばなりませ
ん。町民一人ひとりが環境に対する意識を
高め、省エネルギーや省資源、自然環境の
保全などが図られる取組を推進してまいり
ます。
　また、町民の皆さまが、住み慣れたまち

町政執行方針町政執行方針
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で快適に暮らすことができるように生活基
盤の充実を図り、誰もが、住みたい、住み
続けたいと思える『住みよいまち』を目指
してまいります。

〔環境の保全〕
　環境への取組におきましては、平成22年
に策定した新十津川町環境基本計画に基づ
き、総合的かつ計画的な環境施策を進めて
まいりました。これまでの10年間に、地球
温暖化の影響が大きいとされる異常気象、
マイクロプラスチックによる海洋汚染問
題、東日本大震災を契機とするエネルギー
政策の転換など、環境を取り巻く社会情勢
は大きく変化してきました。このことから
現在の社会的動向及び第１次計画の進捗状
況を踏まえ、令和元年度において第２次新
十津川町環境基本計画を策定しました。
　この計画に基づき、環境にやさしい循環
型のまちづくりを進めるため、環境配慮行
動の促進に向け、イベント時において生分
解性プラスチックレジ袋を配布し、啓発を
進めていくほか、ごみの減量化、３Ｒ運動
を推進してまいります。
　「燃やせるごみ」、「生ごみ」などの一般
ごみの収集につきましては、昨年、これま
で拠点収集としていた農村地区の戸別収集
に向けた実証を行った結果、本年度から一
部収集車の運行が困難な場所を除き、戸別
収集を行ってまいります。

〔生活基盤の充実〕
　人口減少の抑制を図り、本町への定住を
促進するため、平成26年度から実施してお
ります「定住促進事業」は、昨年12月末現
在267人の方が、この制度を利用し町外よ
り転入いただいており、一定の効果を見て
いるところですので、一部助成内容を見直
し、令和５年３月まで延長します。
　個人住宅の増改築やリフォームに対する
費用の一部を助成する「安心すまいる助成
事業」につきましても、町民が安心して住
み続けられる住環境の充実に加え、商工業
の振興に寄与していることから、町民の皆
さまが活用しやすい内容に変えて、引き続
き、実施してまいります。
　また、公営住宅においては、長寿命化計
画に基づき、計画的な維持管理、建て替え
を進めてまいります。
　ＪＲ札沼線廃線後の新十津川駅周辺の跡
地整備につきましては、昨年度来、町民の
皆さまに意見をいただきながら、協議・検
討を進め、基本構想を策定しましたので、
本年度、この構想に基づき、町民の憩い・
交流の場となるよう測量、実施設計に着手

します。

〔交通環境の整備〕
　町民の生活に欠かせない町道・橋梁等の
維持、整備につきましては、平成30年度よ
り計画的に進めております西１線歩道造成
のほか、菊水２号南通り及び菊水５条西通
りの道路改築並びに橋梁長寿命化計画に基
づいた補修工事を進めてまいります。
　また、ＪＲ札沼線廃線後の線路と交差す
る道路の整備につきましては、南４号線及
び南５号線の改築工事に着手し、快適な道
路環境を整備してまいります。
　平成25年度から地域公共交通としてス
タートした乗合ワゴン、乗合タクシーにつ
きましては、定着が図られているところで
はございますが、町内を走る中央バス路線
は、地域の人口減少と相まって乗車人数の
減少が見られ、加えて、運転手不足という
新たな問題に直面しております。
　日常生活の移動手段の確保のため、今後
の社会情勢や人口推移を見定めながら、関
係自治体、運行事業者などと連携・情報共
有を図るとともに、検討に当たっては、ス
クールバスや福祉バスなどの移動手段を含
めた再編成も視野に入れ、令和３年秋には
新たな地域公共交通として運行開始できる
よう、地域公共交通活性化協議会において
協議を進めてまいります。

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」でございます。
　子ども・高齢者・障がい者など全ての人々
が地域で暮らし、生きがいをともに創り、
高めあうことができる地域共生社会の実現
が求められています。これまでの「支え手
側」と「受け手側」に分かれるのではなく、
地域のあらゆる住民が役割を持ち、「我が
事」として主体的に参画するとともに、支
え合いながら、自分らしく活躍できる地域
コミュニティを醸成してまいります。
　さらには、育児、介護、障がい、貧困な
どが、複合化・複雑化した課題に対し、地
域ボランティア、社会福祉協議会や福祉団
体とともに、「丸ごと」受け止める場を構
築し、総合的な相談支援体制づくりを進め、
「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進を
図り、『健やかなまち』を目指してまいり
ます。

〔地域福祉の推進〕
　地域共生社会の実現には、福祉に携わる
人材の育成、みんなで支えあう仕組づくり、
みんなが安心して暮らしやすい地域づくり

が必要です。
　このため、これらの包括的な支援体制の
整備と地域における子ども、高齢者、障が
い者などの福祉に関し、一体的に取り組む
べき指針となる地域福祉計画を策定します。
　また、社会福祉協議会が運営するボラン
ティアセンターを核として、町内でのボラ
ンティア活動の充実と人材の確保、育成を
図るとともに、生活支援コーディネーター
による相談支援体制の拡充を進めてまいり
ます。

〔児童福祉の充実〕
　子育て支援につきましては、引き続き、
医療費、インフルエンザ予防接種、第３子
以降の給食費等無償化、得きっずカードの
配布を進めてまいります。
　また、児童館の内部修繕、エアコン設置
を行い、児童館や放課後児童クラブを利用
する子どもたちに対して、より良い環境を
提供します。

〔高齢者福祉の充実〕
　高齢者の健康の維持、増進及び学習や趣
味活動の促進を図るため、ゆめりあ部会や
シニアいきいきクラブなどの活動の支援を
行うほか、ふるさと学園大学において、医
師による健康講座を開催します。
　また、すまいるあっぷ事業を各行政区会
館で継続的に実施し、地域活動への参加を
促し、心身の健康の維持、向上を図ってま
いります。
　高齢者の皆さまが、意欲と活力に満ちた
毎日を送るためには、身体の健康はもとよ
り、心の健康も重要となります。心の癒し
が、認知症を進行させる要因の一つである
「うつ状態」の改善に効果があると言われ
ていることから、セラピー人形を試験的に
導入し、その効果を検証してまいります。
　また、在宅において介護を行う側の身体
的負担を軽減するため、アシストスーツを
導入し、体験利用してもらうことで、その
効果を検証してまいります。

〔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、超音波検査、産婦の健康診査に助成す
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。
　新生児の出生1,000人に１人から２人の
割合で発現するといわれている先天性難聴
の早期発見のため、本年度から新たに聴覚
検査費用について助成をしてまいります。
これにより、早い段階での適切な支援につ
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なげ、障がいによる影響を最小限に抑える
ことで、子どもの健やかな成長と保護者の
育児不安の軽減を図ります。
　成人の健康診査については、引き続きピ
ロリ菌検査を含む各種がん検診や肝炎検診
等の自己負担額をワンコインの500円で実
施し、受診率の向上と疾病の早期発見によ
る重症化予防に努めます。
　また、健康づくりは、普段からの運動が
非常に大切でありますので、教育委員会と
連携し「１・１運動」の啓発を図り、運動
を取り入れた健康づくりに取り組んでまい
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。
　本町は、稲作を中心とする農業を基幹産
業として発展してきました。農業は、食料
の安定供給はもとより、美しい農村景観の
形成といった多面的な機能を有しており、
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」であります。
この農業を着実に成長させていくよう努め
るとともに、林業、商業、工業、観光の振
興に向けた支援を推進するほか、産業間の
多様な交流や連携により新たな地域資源や
産業の創出、そして魅力的な観光資源の整
備を進め、元気あふれる『豊かなまち』を
目指してまいります。

〔農業の振興〕
　本年で２年目となるスマート農業技術の
開発・実証プロジェクトにつきましては、
昨年度の実証から、同じ圃場内であっても
米のタンパク値と収量に差があることが
データ化されました。本年度はそのデータ
を活用し、施肥量を自動調整する可変施肥
に取り組み、圃場内での品質均一化を図る
とともに、品質向上及び収量増加に取り組
んでまいります。さらには、自動操縦とな
る農薬散布ドローンを活用するなど、水田
経営に係る一般的な労働時間の４割削減を
目標として、実証実験を行ってまいります。
　これまでの農業経営のイメージから「格
好いい」「稼げる」「感動する」、新３Ｋ農
業をカタチにし、魅力ある農業を推進して
まいります。
　特産品開発については、全道一の作付を
誇る酒米の白糠を活用すべく、食品の専門
研究機関である農業・食品産業技術総合研
究機構と共同研究したところ、酒米粉甘味
料「お米シロップ」が完成しました。その
甘味料の特性を活かしたパンを大手コンビ
ニエンスストアにて、販売できないか協議

を重ねたところ、コラボ商品として販売す
るに至りました。引き続き、その活用を積
極的にＰＲしていくほか、地域おこし協力
隊と連携し、酒米粉を活用した新たな商品
開発を進めるとともに、新十津川酒米ブラ
ンドを広く発信してまいります。
　アライグマによる農業被害対策について
は、北海道立総合研究機構の協力を得て、
生態調査を実施するとともに、農業者を中
心に捕獲協力をしていただいております。
本年度は、出産前の捕獲を強化するため６
月までの期間を重点捕獲期間と定め、生息
数の減少対策に努め農業被害の抑制を図っ
てまいります。
　本町のアライグマの捕獲対策は、フロン
トランナーとしての取組であると自負して
おりますので、北海道と緊密な連携の上、
外来生物であるアライグマの根絶に向けた
効果的な対策強化を一層推進するととも
に、近隣自治体にも働きかけ、圏域連携に
よる生息数の減少に努めてまいります。

〔林業の振興〕
　森林の整備につきましては、そらち森林
組合と連携のもと、森林環境譲与税を財源
として、間伐などの森林の整備が進展する
対策を講じることで、適正な森林の管理が
図られるよう執り進めてまいります。
　また、木材の利用促進を図るとともに、
環境に配慮した本町独自の自然エネルギー
の活用策として、木質バイオマスボイラー
施設を建設し、スポーツセンター、温水プー
ル、グリーンパークしんとつかわの３施設
への熱源供給を行ってまいります。

〔商工業の振興〕
　商工業の振興につきましては、新十津川
町商工会が行う経営改善普及事業や地域振
興事業へ引き続き支援していくほか、地元
消費拡大及び活性化のため、ポイントカー
ドシステム更新に対して助成をしてまいり
ます。
　事業所に対しましては、店舗の新増改築、
商品開発、ひとづくりに対する支援や借入
金の償還利子補給を実施し、経営の安定化
と雇用の拡大を促進するとともに、町内経
済の活性化を図ってまいります。

〔観光の振興〕
　町民の皆さまから意見をいただき検討を
進めてまいりましたふるさと公園の再整備
は、大型遊具等の設置、園内遊歩道の整備
など、ファミリー層の集客が見込める魅力
的な公園を目指し、実施設計を行います。
　母村十津川村及び奈良県との三者協定の

締結から２年半が経過しました。昨年は、
奈良県で４回、農・特産品の販売を行い、
本町と奈良県のつながりを積極的にＰＲし
たほか、本町の事業所が、奈良県内の特産
物を使用した互産互生の新商品を開発する
など、母村及び奈良県とのつながりが、少
しずつ実となって表れています。今後も継
続して農特産品の宣伝販売、観光情報の発
信を相互に進め、友好・交流の絆を深めて
まいります。
　さらに、本年度は、本町の生誕の歴史、
母村・母県とのこれまでの交流を広く町民
に知ってもらうため、母村を訪問する団体
等に対し、費用の一部を助成するほか、十
津川村縁ツアーを企画し、町民の皆さまに
母村十津川村を訪問する機会を創出し、歴
史及び文化を体感していただくこととして
おります。
　ＪＲ札沼線の廃線まで、残りわずかとな
りました。ラストランの５月６日について
は、ＪＲ北海道主催のセレモニーが行われ
ることとなっておりますが、華を添えるべ
く、新十津川町観光協会と連携し、町民の
みならず、来訪者の方々の思い出に残るラ
ストランイベントを開催します。

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」
です。
　町民の生命と財産を守るため、豪雨、暴
風、地震など自然の猛威に対して、ハード・
ソフト両面から体制の整備を図るととも
に、防犯、防火、交通安全対策を関係機関
と連携強化し、生活安全の充実に努め、穏
やかなくらしを実現できる『安心なまち』
を目指してまいります。

〔防災体制の充実〕
　防災対策につきましては、「自助・共助・
公助」の連携が重要です。「自助・共助」に
つきましては、防災対策専門員を地域に派
遣し、「自分の命は自分で守る」ことを普
及啓発していくとともに、自主防災会にお
ける防災訓練を積極的に推奨し、防災に対
する意識の向上を図ってまいります。
「公助」につきましては、災害時の情報伝
達に必要な防災行政無線をデジタル化する
とともに、各家庭に配備する個別受信機を
録音機能のついた機器に更新してまいりま
す。
　また、災害発生を前提に、起こりうる状
況を想定して迅速かつ円滑な防災行動を取
るため、昨年から検討を進めてきた本町の
実情に対応した災害タイムラインの実証を
行い、災害時の事前防災行動がスムーズに
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図られる体制を構築してまいります。

〔防犯・交通安全〕
　防犯対策につきましては、新十津川町安
全・安心推進協会にご協力いただき、引き
続き青色回転灯防犯パトロールを実施して
まいります。
　また、高齢者を狙った特殊詐欺は、年々
手口が巧妙化し、道内でも被害が後を絶た
ないことから、滝川警察署や滝川地方消費
者センターなどと連携を図り、被害防止に
向けた啓蒙活動を行ってまいります。
　本年２月末で、町内の死亡交通事故死ゼ
ロが連続854日となりました。今後も悲惨
な交通事故根絶に向けて、安全・安心推進
協会及び交通安全指導員会との連携によ
り、交通安全に対する町民の更なる意識向
上が図られるよう啓発活動を推進してまい
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」
です。
　グローバル化や人工知能・ＡＩなどの技
術革新が急速に進み、社会の変化が予測困
難なこれからの時代に、子ども達が心身と
もにたくましく、自ら課題を見つけ、自ら
学び、自ら考え、自ら判断して行動し、よ
りよい社会や人生を切り開いていく「生き
抜く力」を育んでいかなければなりません。
　本年４月から小学校で新たな学習指導要
領が実施され、３・４年生での外国語活動
が行われます。加えてプログラミング教育
の必修化など社会の変化を見据えた新たな
学びへと進化します。
　未来を担う子どもたちが明るく元気に育
ち、これから生き抜いていくために必要な
資質、能力を身に付けられるように、また、
我々大人も生涯に亘り、学び続けられる環
境の創出など、教育行政につきましては、
総合教育会議を中心に、教育委員会と十分
な意思疎通を図り、町民が自ら学び自立実
現を達成できる『学びのまち』を目指して
まいります。

６　みんなとともに歩むまち
　六つ目は、「みんなとともに歩むまち」
です。
　町民誰もが住み良いまちと実感できるよ
うにするためには、町民一人ひとりや団体
などが、郷土愛をもってまちづくりに参画
していくことが重要であります。今後とも、
町民の皆さまが「このまちに住んでよかっ
た」と実感できるまちづくりを推進するた
め、情報の共有や町民活動の支援を進める

とともに、町民に開かれた行財政運営を推
進し、町民と『ともに歩むまち』を目指し
てまいります。

〔協働のまちづくり〕
　令和３年度をもって新十津川町総合計画
は最終年度となることから、次期総合計画
の策定に向けての協議を進めてまいりま
す。策定に当たっては、総合行政審議会を
母体として、協議していくこととしており
ますが、まちづくり基本条例の定めに則り、
町民の参加と意見の反映が適切にできるよ
う、様々な分野の方に委員として参画いた
だくことを期待しているところです。あわ
せて、まちづくり懇談会や、住民アンケー
トなどの手法により、町民の皆さまの意見
を聞き、より良い計画となるよう進めてま
いります。

〔住民参加の促進〕
　地域コミュニティについては、人口減少、
少子高齢化が進行する中において、地域の
安全・安心な生活のため益々重要性が高
まっております。地域住民の共助の根幹と
なる行政区において、活発なコミュニティ
活動を行っていただくため、引き続き行政
区活動に対する支援を行ってまいります。
　また、町民の皆さまと情報共有を図るた
め、まちづくり懇談会を開催するほか、広
報やまちづくり読本等を通じて、行政が持
つ情報を積極的に発信してまいります。

〔町の魅力発信〕
　スマートフォンの普及で、幅広い年齢層
の方々がインターネットを利用するように
なり、今やホームページやＳＮＳ等は、行
政の情報発信の手段として、重要な役割を
担っています。
　このことから、本町の魅力を広く町内外
に知ってもらえるよう、町ホームページに
よる動画配信や若者が広く利用している
Twitterなどを活用し、積極的な情報発信
に努めてまいります。
　本町の応援大使である西村京太郎氏の著
書、十津川警部シリーズ「札沼線の愛と死
　新十津川町を行く」のテレビドラマ化が
決定しました。本町にとっては、「新十津川」
という町名を全国に発信できる千載一遇の
機会ととらえ、町内での撮影に当たっては、
積極的に支援・協力を行ってまいります。

〔庁舎建設〕
　昨年から本体工事がスタートした役場新
庁舎は、順調に工事が進み、本年中には、
完成する予定です。

　本年は新たに車庫の解体・新築工事を行
うとともに、新庁舎に設置する備品等の整
備に着手します。
　また、役場前庭の外構整備に関連して、
現庁舎の歴史とともに、これまでの風雪に
耐え、大きく成長したメタセコイアを伐採
します。その木材は、破砕した上で、除湿・
消臭効果のある複合炭素材に加工し、有効
活用します。
　新庁舎の供用開始は、令和３年５月を予
定しておりますが、その後に現庁舎の解体、
駐車場整備などすべての工事の完了は、令
和４年５月末の予定となっておりますの
で、それまでの間、皆さまには、ご不便を
おかけしますが、ご理解ご協力のほど、よ
ろしくお願いいたします。
　
〔開町130年〕
　開町130年という記念すべき節目を迎え、
町民の皆さまとともに、先人たちの残した
歴史を振り返り、未来を担う子どもたちの
記憶に残る130年記念事業として、小学生、
保護者及び町民による、人文字アートを描
くとともに、開町100年以降の史実を編纂
するほか、本町の街並みや景色を写真、動
画として保存し、後世に伝え残す取組を進
めてまいります。

【おわりに】
　以上、令和２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。
　本年は、十二支のはじめである「子年」
であります。「子」はもともと増えるという
意味の「孳

し

」という漢字で、新しい生命が
種子の中に萌

きざ

し始める状態を表し、新しい
物事がはじまる年になると言われています。
　これまで蒔いてきた「まちづくりの種」
が、この「令和」という新しい時代において、
しっかりと成長し、大きな花を咲かせられ
るよう、最大限の努力を続けてまいります
ので、町議会議員並びに町民の皆さまには
一層のご理解とご協力を賜りますよう、心
からお願い申し上げ、町政執行の所信表明
とさせていただきます。


