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（単位:千円）表－２ 一般会計歳入

増減比較平成25年度
予 算

平成26年度
予 算

項 目
増減率(％)増減額

0.31,770537,378539,148町 税自

主

財

源

207.764,76831,18895,956分担金及び負担金

△5.1△6,602128,327121,725使用料及び手数料

269.8447,932166,000613,932財産収入・諸収入など

△ 40.4△51,283126,91375,630繰 入 金

3.36,150187,350193,500地方譲与税など依

存

財

源

0.002,935,0002,935,000地方交付税

△4.1△11,770283,984272,214国庫支出金

8.026,566333,667360,233道 支 出 金

303.1734,800242,400977,200町 債

24.41,212,3314,972,2076,184,538合 計

（単位:千円）表－１ 各会計予算総括表

増減比較平成25年度平成26年度

会 計 当初予算
当初予算 Ｂ当初予算 Ａ

増減率(％)Ａ－Ｂ

24.41,212,3314,972,2076,184,538一 般 会 計

22.773,361323,375396,736国民健康保険特別会計特

別

会

計

15.014,21794,540108,757後期高齢者医療特別会計

△1.8△3,456188,355184,899下 水 道 事 業 特 別 会 計

7.32,08728,75330,840農業集落排水事業特別会計

13.686,209635,023721,232小 計

23.21,298,5405,607,2306,905,770合 計

◎一般会計歳入

平成26年度の全会計の予算総額は、69億600万円となり、平成25年度の予算総額と比較すると、12億9900万円

（23.2％）増加しました。

それぞれの会計の予算額は、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

収入は、町税、施設の使用料、手数料などのまちが

直接集めるお金（自主財源）と、地方交付税や補助金

などの国や他の団体からもらうお金と借金（依存財

源）により構成されます。

それぞれの予算額は表－２のとおりです。

平成25年度の予算と比較すると、借金が７億3500万

円の増加となっています。

その増加要因としては、行政区自治会館整備のため

に5200万円、給食センターのボイラー設備などの整備

のために5500万円、国営樺戸地区土地改良事業の町負

担金を繰上償還するために６億円の借金を見込んでい

るためです。

諸収入が大きく増加する要因は、実質的な貯金であ

る北海道市町村備荒資金組合納付金を４億6000万円取

り崩すためです。

また、負担金が6500万円増加していますが、これは、

平成27年度から行う雨竜町への学校給食の提供のため

に必要となる給食センターの増築などにかかる費用を、

雨竜町から負担してもらうためです。

地方譲与税などでは、４月１日からの消費税率の引

上げにより、地方消費税交付金で700万円の増加を見

込んでいます。

繰入金は、財源不足を穴埋めするために貯金を取り

崩すものですが、平成25年度と比較して5200万円の減

少となりました。

一般会計の収入と支出について、その内容を説明します。
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（単位:千円）表－３ 一般会計歳出

増減比較平成25年度
予 算

平成26年度
予 算

項 目
増減率(％)増減額

11.950,885426,779477,664総 務 費

5.535,395647,525682,920民 生 費

2.09,862485,865495,727衛 生 費

390.31,099,403281,6661,381,069農林水産業費

△3.4△6,180181,666175,486商 工 費

1.57,759507,845515,604土 木 費

△2.6△5,536212,624207,088消 防 費

46.8179,812384,375564,187教 育 費

△ 10.6△90,043845,756755,713公 債 費

△7.9△71,497908,970837,473職 員 費

4.22,47159,13661,607議会・労働・災害復旧費

0.0030,00030,000予 備 費

24.41,212,3314,972,2076,184,538合 計

支出は、まちが取り組む仕事を効率的・効果的に行

うため、目的別に分けられています。

それぞれの予算額は表－３のとおりです。

平成25年度の予算と比較すると、農林水産業費が10

億9900万円の大きな増加となっています。これは収入

で説明したとおり土地改良事業の町負担金10億6000万

円を全額繰上償還するためです。

総務費では5100万円の増加となっていますが、これ

は、老朽化が進む公共施設の修繕や更新のための貯金

を積み増しするためです。

教育費は１億8000万円の増加で、小学校の屋上防水

工事、学校給食センターの増築および設備整備、開拓

記念館の耐震改修などを行うためです。

借金の返済である公債費は、9000万円の減少となり

ました。借入の抑制や繰上償還により借入残高が順調

に減ってきているためです。

理事者や職員の人件費である職員費は7100万円減少

しています。平成25年度は退職手当組合への納付金が

ありましたが、これは３年に１回精算するもので、平

成26年度はこの支払いが無いためです。

●一般会計歳出

平成25年度末時点の貯金残高は、54億1000万円（見

込）となっています。平成24年度末時点と比較して３

億8000万円増加しており、この10年間では、ほぼ２倍

に増加しています。

また、平成25年度末時点の借金残高は、66億5000万

円（見込）となっています。平成24年度末時点と比較

して６億2000万円減少しており、この10年間では、ほ

ぼ半分に減少しています。

●まちの貯金残高と借金残高

※財政調整基金：まちの収入が不足する場合に取り崩すことのできる貯金で、金額は全基金残高の内数です。
※備荒資金組合納付金：北海道内の市町村で組織する北海道市町村備荒資金組合への納付金で、この納付金は、災害などがあっ
たときに復旧事業費に充てるために積み立てていますが、一定額を超えて納付した部分については、いつでも取り崩すことの
できる実質的な貯金です。
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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26年第１回定例会の開会に当たり、

町民の皆様並びに町議会の皆様に、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。

昨年は、日本の景気が緩やかに好転の動

きを見せる中、６月に日本の象徴である富

士山が世界文化遺産に登録、また９月には

2020年夏季オリンピック・パラリンピック

の開催都市に東京が選ばれ、加えて「和

食」がユネスコの無形文化遺産に登録され

るなど、日本の未来につながる明るい話題

がありました。

本町においては、基幹作物である水稲が、

春先の低温や天候不順による農作業の遅れ

を取り戻し、３年連続で豊作の年となりま

したが、７月に日本の環太平洋経済連携協

定（ＴＰＰ）交渉への参加が正式決定する

とともに、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」の策定による現行の経営所得安定

対策の大幅な見直し、日本型直接支払制度

の創設、農地中間管理機構の設置による農

地の集約化の促進等、我が国の農業政策は、

大きな転換期を迎えております。

また、人口の少子高齢化が急速に進む中、

子ども・子育て支援法に基づく少子化対策、

医療サービス体制や医療保険を見直す医療

制度改革、新しい介護予防・日常生活支援

総合事業による介護保険制度の見直しや公

的年金制度改革など、社会保障制度につい

ても大きな改革が進められており、住民へ

のサービスや給付を担う市町村の果たす役

割は、ますます重要となってまいります。

そのような中、本町の平成26年度予算は、

平成16年度以来の60億円を超える予算とな

りました。

これは国営樺戸地区土地改良事業の完了

に伴う地元負担金の償還に係る予算計上が、

最も大きな要因でありますが、本町では行

財政改革の推進とともに、健全な財政維持

のために計画的に基金を積み立てるなど、

償還時の予算の執行に支障がないよう準備

を進めてきたところであります。

平成26年度におきましても、予算を適正

かつ効果的に執行し、取り組むべき課題の

解決のために、町政運営に全力を尽くして

まいる所存でございます。

【平成26年度町政執行の基本的な考え方】

新十津川町では、平成24年度を初年度と

する10カ年のまちづくり指針「新十津川町

第５次総合計画」を策定しております。

この総合計画は、本町のまちづくりの憲

法とも言える「まちづくり基本条例」に基

づく、行政計画の最も上位に位置づけられ

る計画であります。

総合計画に掲げた「豊かな自然 あふれ

る笑顔 みんなで創る いきいき未来」と

いう将来像の実現のため、３年目となる本

年も、第５次総合計画の歩みをより着実に

進めるとともに、町民の皆様から寄せられ

ている行政課題の解決に向けて取組を進め

てまいります。

【平成26年度の重点について】

本町においては、町民の皆様のご理解の

もと行財政改革に取り組み、この10年間で

町の貯金である基金残高は着実に増加、町

の借金である町債残高も減少、財政の健全

化判断比率の数値も改善し、道内でも上位

に位置しております。

しかしながら、本町の少子高齢化は一層

進み、昨年９月には、明治35年以降、初めて

人口が７千人を切りました。

人口の減少は、地域経済やまちづくりの

将来設計に大きな影響を及ぼすものであり

ますので、引き続き基礎的財政収支の維持

及び改善に取り組むとともに、人口減少や

少子高齢化など経済社会の構造変化に対応

したメリハリのついた予算とするため、本

年は、次の３つの柱を重点として取り組ん

でまいります。

敢安全・安心のまちづくり

近年の気候変動は、多くの自然災害をも

たらし、被害も大きくなっております。

町民が安全で安心して暮らすことができ

るまちづくりを最大の目標に、くらしの安

全確保に重点を置き、福祉・保健・医療サ

ービス体制を充実するとともに、地域住民

が共に支え合う地域づくりを進めてまいり

ます。

柑魅力と活力あるまちづくり

昨年決定した、本町の応援大使である北

海道日本ハムファイターズの二人の選手に

は、今年１年間、多くの町民の皆様と交流し

ていただくとともに、町の魅力や情報の発

信についてお手伝いをお願いしたいと考え

ております。

そのためにも、良質な食を産む農業基盤

づくり、地域を支える商工業の振興と、わが

まちの魅力を活かした観光を推進するとと

もに、芸術・文化、スポーツ活動を支援し、

心豊かで活力ある地域づくりに努めてまい

ります。

また、人口減少の抑制と地域の活性化を

図るため、定住を促進する施策に取り組ん

でまいります。

桓自然と共生する持続可能なまちづくり

自然環境の保全及び循環型社会の形成を

進め、新十津川町の豊かな水や森林等、素晴

らしい自然環境を後世にしっかり引き継ぐ

ため「新十津川町環境基本計画」に基づき、

町民、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、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、分別方法が変更さ

れますことから、町民の皆様への周知・啓

発を徹底し、更なる減量化、再資源化を促進

いたします。

【まちづくりの施策】

それでは、３つの重点施策を含め、平成26

年度の各施策の展開について、第５次総合

計画の目標項目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

本町の大いなる財産である豊かな自然を

守り育て、次世代へと繋ぐためには、町民一

人一人が、環境に対する意識を高めながら、

省エネルギーや省資源へ取り組むことが大

切であります。

そのため、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

社会の形成を推進いたします。

また、町民の皆様が快適に暮らすことが

できるよう、道路環境の整備や地域公共交

通の確保に努めるとともに、冬の大きな課

題である除排雪につきましても、遊休町有

地を活用し雪捨場を確保するなど、効率・

効果的な除排雪体制の整備、民間事業者や

ボランティアの活用、生活道路除排雪支援

の制度等について総合的に検討し、生活基

盤の充実に努めてまいります。

〔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

の取組や、行政区、団体によるクリーンキャ

ンペーン、花の植栽などの活動を支援する

とともに、不法投棄防止のため、看板設置な

どの対策を進めてまいります。

また、家庭におけるエコ診断事業を継続

し、効果的な省エネルギー・省資源活動へ

の取組を促進いたします。

今年から変更されるごみの分別を早期に

理解していただけるよう「ごみ分別とごみ

減量化の手引き」を新しく作成いたしまし

たので、ルールの周知徹底に努めるととも

に、地域の団体に対しても資源ごみの自主

的な回収を奨励し、ごみの排出抑制や再使

用、再生利用を推進してまいります。

また、家庭から排出される生ごみの減量

化を図るため、引き続き生ごみ処理機等の

購入に対する助成をいたします。

〔生活基盤の整備〕

高度経済成長期に集中的に整備された社

会インフラである、道路、橋梁、公営住宅、
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公園、上下水道施設等の公共施設は、建設後

相当の期間を経過しております。

今後の維持管理につきましては、早期発

見・補修による予防保全的管理を行うとと

もに、人口減少と少子高齢社会における施

設の必要性を踏まえた上で、トータルコス

トの縮減を進めていかなければなりません。

道路、橋梁、公営住宅につきましては、長

寿命化計画に基づく計画的かつ適正な維持

管理を実施いたします。

都市公園につきましては、菊水児童公園

及び青葉公園の樹木剪定を行い、良好な公

園環境を保つことといたします。

下水道施設につきましては、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に基づく計画的な

維持管理を実施するとともに、合併浄化槽

設置費用の助成を継続いたします。

住宅建設では、入居者ニーズに合った共

同住宅の建設促進が図られるよう、「共同

賃貸住宅建設促進事業」の面積要件を緩和

し、助成期間を延長いたします。

また、平成26年度から３年間、新築住宅及

び中古住宅の取得者に対し奨励金を交付し、

加えて中学校修了前までの子どもを養育し

ている場合は、一人当たり15万円の商品券

を交付することにより、定住の促進と人口

減少の抑制を図り、空き家住宅の再利用及

び地域経済の活性化を促進いたします。

個人住宅における耐震診断や耐震改修工

事、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」につきまして

も、継続し実施いたします。

〔交通環境の充実〕

道路整備につきましては、引き続き西２

線の改修舗装工事を行うほか、錦野団地、南

中央団地、みどり団地内道路等の舗装改修

及び交通安全施設の適正な維持管理を行い、

交通の安全確保と利便性の向上を図ってま

いります。

冬期の安全な交通と生活環境の確保を図

るための除排雪（町道248路線、車道188㎞、

歩道11㎞）につきましては、きめ細やかな

体制を維持するとともに、みどり区及び橋

本区の排雪作業の効率化を図るため、みど

り区内の町有地を雪捨場として活用できる

よう整備いたします。

地域公共交通の乗合タクシー及び乗合ワ

ゴンの運行につきましては、運行事業者と

行政が連携し、日常生活の移動手段として、

利用しやすい公共交通サービスを提供いた

します。

２ みんなでつくる健やかなまち

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、町民一人一

人が生涯に亘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てまい

ります。

〔児童福祉の充実〕

昨年増額した得きっずカードの満点上乗

せ（4,500円）を継続し、新十津川ポイント

カード会との連携により、子育て世帯への

支援を行うとともに、子育て世帯の臨時特

例給付金の支給につきましても、適正に実

施いたします。

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子育てア

ドバイザーを配置するとともに、児童厚生

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、健全な遊びや学習の

場となるよう運営体制の充実を図ってまい

ります。

また、小学校の長期休業期間等に放課後

児童クラブの試行を行い、平成27年度から

始まる子ども子育て支援の新制度に備える

ことといたします。

〔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を提供いた

します。

また、関係機関との連携により相談体制

を充実し、障がい者の自立や社会参加を支

援するとともに、住み慣れた地域で安心し

て暮らすことができるまちづくりを推進い

たします。

〔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

味活動の助長を図るため、高齢者いきいき

応援プログラムの方針に基づき、ふるさと

学園大学のカリキュラムを充実し、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ることとい

たします。

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

海道レクリェ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することにより、

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

極的に取り組んでまいります。

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

教室や通所型サロン事業など、参加しやす

く効果的な介護予防事業を実施し、健康寿

命の延伸を図ってまいります。

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支

援者台帳として整備し、緊急時や災害時に

備えることといたします。

高齢者の除雪事業につきましては、冬期

間の除雪の不安を軽減するため、屋根雪な

どの課題を再検証し、次年度に向けて制度

化の検討をいたします。

また、臨時福祉給付金の支給につきまし

ても、適正に実施いたします。

〔健康づくりの推進〕

高齢者の肺炎の原因は、肺炎球菌による

感染が最も多いとされています。肺炎によ

る重症化を防ぐため、65歳以上の高齢者を

対象に、肺炎球菌ワクチン接種費用を全額

助成いたします。

また、インフルエンザの予防のため、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継続い

たします。

疾病の早期発見や重症化の予防、生活習

慣の改善や健康維持のためには、若い世代

から健康管理を意識し、継続的な健康診断

の受診の必要性を知っていただくことが重

要であることから、基本健康診査の対象者

に20歳代を追加するとともに、基本健康診

査、国保加入者の特定健康診査及び後期高

齢者健康診査につきましては、自己負担額

を無料といたします。

がん検診につきましては、40歳から60歳

までの５歳ごとの節目年齢の方の大腸がん

検診、20歳の子宮頸がん検診及び40歳の乳

がん検診を無料で実施するほか、過去に乳

がん検診又は子宮頸がん検診の無料クーポ

ン券の受給対象者で検診未受診者の特定の

年齢の方に再度無料クーポン券を配布し、

がん検診の受診促進を図ります。また、30

歳代から40歳代にかけて急増する乳がんの

早期発見のため、30歳代の乳がん検診に助

成をいたします。

保険適用がされず１回の治療費が高額で

ある、特定不妊治療の助成を継続します。

また、妊婦健診につきましては、全14回分の

健診費用の助成を行うことにより、受診抑

制の防止及び異常の早期発見に努め、親と

子の心身の健康維持と増進を図ることとい

たします。

町民の健康づくりでは、地域に根ざした

活動により食生活改善の意識向上に貢献し、

北海道知事賞を受賞された新十津川町食生

活改善推進員協議会と連携し、バランスの

とれた食生活の啓蒙普及に取り組み、生活
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習慣病の予防に努めてまいります。

また、積極的に体を動かす習慣づくりの

ため、６月から10月までをウォーキング月

間として奨励するとともに、健康増進に関

する情報を提供するなど、啓発活動にも積

極的に取り組むことといたします。

〔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、０歳から中学生までの保険医療費の無

料化を継続いたします。

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、負担の軽減を図ってまいります。

３ みんなでつくる豊かなまち

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

に向けた支援を行うとともに、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

りを進めてまいります。

〔農業の振興〕

政府は、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」を策定し、50年にわたり続いてき

た米の生産調整（減反政策）の平成29年度

廃止、現行の経営所得安定対策の大幅な見

直しと日本型直接支払制度の創設、農地中

間管理機構の設置による農地の集約化等、

農業政策を大きく見直すこととしておりま

す。また、同プランには農産物の輸出拡大

や６次産業化の推進も盛り込まれたところ

であります。

本町においては、ピンネ農業公社を中心

に、農業委員会及びピンネ農業協同組合と

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って

まいります。また、無人ヘリコプターの免

許取得経費を助成し、オペレーターを養成

することにより、防除作業の省力化及び効

率化を支援し、地域農業の担い手育成・確

保を図ることといたします。

本町の基幹作物である米のブランド化を

推し進めるため、新十津川町独自の米袋を

製作しＰＲに努めるとともに、農業者及び

商工業者の６次産業化のニーズを把握し、

今後、事業展開が図られるよう支援してま

いります。

現在進められている農業基盤整備事業に

つきましては、早期完了に向け、関係機関に

積極的な働きかけを行うことといたします。

平成25年度をもって終了した、国営樺戸

地区土地改良事業の地元負担金につきまし

ては、起債借入れも活用して一括繰上償還

を行い、総支払額の縮減と世代間の費用負

担の公平を図ることといたします。

また、近年増え続けている有害鳥獣によ

る農業被害への対策のため、有害鳥獣駆除

の委託業務を継続するとともに、農業者の

自主的な有害鳥獣駆除の取組に対しても、

支援をいたします。

〔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植栽及び

創造の森の下草刈り、学園町有林（百年の

森）の除伐等を行い、森林の適正な管理に

努めることといたします。

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を継続いたし

ます。

林道網の整備では、森林整備加速化・林

業再生事業の活用により、林道専用道「福

井士寸線」を整備し、森林整備の循環利用

の促進と林業の生産性の向上を図ることと

いたします。

〔商工業の振興〕

昨年、企業振興促進条例を改正し、町内へ

の企業立地や設備投資に対する助成の対象

要件の緩和と助成限度額の引き上げを行い

ましたので、この優遇制度の活用が図られ

るよう積極的にＰＲを行い、企業誘致を促

進いたします。

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組に対する中小企業

等近代化促進事業、中小企業事業資金保障

融資事業を継続し、経営基盤の強化を図る

ことといたします。

また、商工会が実施している花いっぱい

運動、スタンプラリー抽選会、商店街の環境

整備等、町内での消費拡大と商店の活性化

を図るための取組を支援いたします。

〔観光の振興〕

観光施設の拠点である、ふるさと公園に

つきましては、文化伝習館、サンヒルズ・サ

ライ、ヴィラトップ等の施設の老朽化対策

や備品の更新等、適正な維持管理を実施す

るとともに、観光マップを更新し、観光客に

対するサービスの向上及び観光客の誘致に

努めることといたします。

観光協会やふるさとまつり実行委員会等

との連携により、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、

活気溢れるまちづくりを推進いたします。

また、まちの観光情報の発信とイメージア

ップを図るため、ＰＲキャラクターを募集

し、今後の観光ＰＲに活用することといた

します。

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、農業体験等

の促進を図ることといたします。

４ みんなでつくる安心なまち

町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

えた消防・救急体制及び防災体制の一層の

充実を図ることといたします。

また、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てまいります。

〔消防・救急体制の充実〕

本年４月から、滝川市、雨竜町、新十津川

町で構成する滝川地区広域消防事務組合に

赤平市と芦別市が新たに加入いたします。

今後においては、広域化による消防力の

向上と行財政上のスケールメリットを活か

した消防体制の充実強化が図られることが

期待されますが、新十津川支署におきまし

ても、引き続き消防・救急体制の充実を図

ってまいります。

防火活動につきましては、婦人防火クラ

ブや少年消防クラブの活動の充実、地域で

の消火訓練の実施等、幅広く啓蒙活動を進

めるとともに、火災等の発生に対し迅速か

つ確実な対応を図るため、購入から25年が

経過した第４分団ポンプ車の更新、老朽化

した消火栓についても計画的に改修を進め

ることといたします。

また、救急救命士の救命活動を向上する

ため、ビデオ喉頭鏡などの器具・機材を整

備し、救急救命体制を充実いたします。

〔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

いことが想定されるため、行政区に自主防

災組織の設立をお願いするとともに、災害

時に避難の支援を必要とする方と支援をし

ていただく方を組み合わせた、名簿づくり

を進めております。

「普段できないことは、非常時にもできな

い。」と考え、設立された自主防災組織や

行政区に対し、名簿を活用した安否確認訓

練や避難訓練の実施を奨励するとともに、

自主的な防災活動の支援をしてまいります。

また、地域の防災力を高めるため、防災士

を養成するための資格取得経費を助成し、

継続的な人材育成を行うとともに、町内の

防災マスター連絡会議との連携により、地

域の防災体制の充実を図ることといたしま

す。

災害発生時において避難所の非常電源を

速やかに確保するため、中央区、青葉区、徳

富区及び大和区の行政区自治会館に、発電

機を接続するための外部コンセント設備を

設置いたします。
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〔生活安全体制の充実〕

国道沿いの街路灯ＬＥＤ化は、最終年を

迎えますが、本年度は、菊水区及び青葉区の

街路灯を改修及び新設し、明るい街並みに

よる防犯と環境負荷の軽減を図ることとい

たします。

また、交通安全の推進では、安全・安心推

進協会及び交通安全指導員との連携により、

交通安全意識の啓発に努めるとともに、交

差点照明の新設、改修を行い交通事故の防

止に努めてまいります。

５ みんなでつくる学びのまち

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

充実に取り組むことといたします。

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

推進いたします。

〔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

り事業を継続するとともに、学習支援の講

師等を配置し、学校教育の充実を図ること

といたします。

学用品や給食費などを支援する就学援助

につきましては、引き続き実施いたします。

学校給食の充実では、食材に地場産品を

活用するなど食育を推進するとともに、給

食センターの機械設備の機器更新を図り、

調理業務の衛生管理を徹底いたします。ま

た、平成27年度からの雨竜町学校給食の調

理業務受託に向けて、増築工事を実施いた

します。

新十津川農業高等学校につきましては、

地域に根ざした高校として、特色を生かし

たカリキュラムや教育活動に対し支援を継

続いたします。

〔社会教育の充実〕

社会教育活動の推進では、町民一人一人

が生涯にわたって自主的に学ぶことができ

るよう、年齢や学習ニーズに合った社会教

育活動を推進するとともに、学校、家庭及び

地域社会の連携・協力に努めてまいります。

読書活動の推進では、図書館ＡＶコーナ

ーの機器を更新するとともに、小中学校の

教室に常時図書が備え付けられるよう木製

の本棚を設置し、本に親しむための環境を

整備いたします。

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、町民が自主的に取り組

んでいる文化芸術活動を支援いたします。

また、開拓記念館につきましては、耐震化へ

の補強と合せて改修工事を実施いたします。

スポーツ活動の促進では、本町の応援大

使に就かれた北海道日本ハムファイターズ

の金子選手、今浪選手との交流を通して、町

民のスポーツ活動に対する意識の高揚を図

るとともに、心と身体の健康づくりを推進

いたします。

６ みんなでともに歩むまち

町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ため、

情報の公開と共有を図りながら、町民に開

かれた効率的な行財政運営を行い、町民と

ともに歩むまちづくりを進めてまいります。

〔住民参加の促進〕

行政区活動支援交付金に新たに行政区環

境づくり事業を加え、行政区の地域活動の

支援を充実するとともに、引き続き地域サ

ポーター職員を派遣し、協働のまちづくり

に積極的に取り組んでまいります。

また、まちづくり懇談会、各種会合、町民

アンケート等を通じて、広く町民の意見を

把握するとともに、本町のまちづくりの方

策や行政評価を審議する総合行政審議会の

ご意見を尊重し、住民参加のまちづくりを

推進いたします。

〔行政の効率的な運営〕

行政事務の効率化では、社会保障・税番

号制度の移行に伴い行政事務やシステムの

見直しが必要となることから、制度の適正

な実施に向けて対応いたします。

住民活動の拠点となる行政区自治会館に

つきましては、大和区自治会館の大規模改

修工事を実施いたします。また、耐震性の

ない行政区自治会館につきまして、建替え

の方針が決定したことから、平成27年度以

降の建設に向けて建築の設計を行うことと

いたします。

ふるさとを応援したい、ふるさとに貢献

したいという「ふるさと」への思いを形に

する「ふるさと応援寄附金」を充実させる

ため、町外に居住する方に町の特産品を贈

呈し、感謝の気持ちを表すとともに、町のＰ

Ｒに取り組むことといたします。

国の借金が平成24年度末時点で1000兆円

の大台を突破し、日本の財政赤字は危機的

状態にある中、社会保障と税の一体改革に

向け、消費税が４月から８％に引き上げら

れることとなっております。

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に当たっては、

町民の皆様にご理解をいただくため、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とともに、財政状況の

推移を注視しながら健全な財政運営に努め

てまいります。

中空知の過疎化、少子化、高齢化の傾向は

顕著であることから、現在、滝川市と砂川市

を中心市とする、定住自立圏構想の協議が

進められております。

本町も連携するまちとして、互いに役割

を分担しながら定住に必要な生活機能等の

確保を図り、魅力ある圏域がつくられるよ

う検討を進めてまいります。

【むすびに】

以上、平成26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。

私は、平成19年に町長に就任して以来、多

くの町民の皆様からご意見を伺うとともに、

サポーター制度等を活用し各行政区と連携

しながら「協働のまちづくり」を基本理念

として、町政を進めてまいりました。

この間、国の制度改革による地方交付税

の削減、補助金の廃止や補助率の低下によ

る負担の増加など、地方自治体の財政運営

は、非常に厳しい状況におかれましたので、

新十津川町行政改革大綱に基づく集中改革

プランにより、各公共施設の整理統合、財政

支援団体に対する補助金・負担金の執行基

準の見直しなど、痛みを伴う改革につきま

して、町民の皆様に格別なご理解を賜り、ま

た、地域が主体となった自治活動など、簡素

で効果的な公共サービスの推進につきまし

てもご理解とご協力をいただいたことで、

今日の財政健全化が築かれているものと、

心から感謝を申し上げる次第であります。

本年度は、私が町長に就任し２期８年の

最終年であり、一つの区切りの年となりま

すが、冒頭に申し上げましたとおり、本町の

まちづくりは、まちづくり基本条例に基づ

く第５次総合計画により、未来に向かって

継続的に推し進められるものであります。

私が考えるまちの将来像は、「豊かな自

然 あふれる笑顔 みんなで創る いきい

き未来」というスローガンの中に凝縮され

ております。

先人から受け継いできた豊かな自然を守

り、歴史や文化などまちの価値を今一度確

認するとともに、町民とともに未来への展

望を切り拓いていくため、平成26年度にお

きましても、町政の推進に全力を尽くす所

存であります。

町議会の皆様をはじめ、町民の皆様によ

り一層のご理解とご協力を心からお願い申

し上げ、町政執行方針と致します。




