
予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予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算算算算算算算算算算算算算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概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概概予 算 概 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要

町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町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政政政政政政政政政政政政政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執執執執執執執執執執執執執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行行行行行行行行行行行行行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方方方方方方方方方方方方方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針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針針



3

まちづくり読本 ＜予算版＞

序町長選挙の年であった平成27年度の当初予算は、義務的、継続的な事業を中心に計上しました。そのため、町

長の政策的な事業が盛り込まれる６月補正予算を加えた額が実質的な当初予算と言えます。６月補正後の予算総

額は62億3269万円で、平成26年度当初予算と比較してマイナス9.7パーセントとなっています。大きな減少とな

っていますが、これは、平成26年度は国営樺戸地区土地改良事業（徳富ダムの建設に伴う用排水施設などの整

備）の完了により確定した地元負担金10億6000万円を一括償還するために平年より大きな予算額となっていたこ

とが原因で、平成27年度の予算額は、平年並みの規模となっています。

各会計の予算額は次のとおりです。

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予算概要要要要要要要要要要要要要要要

（１）総 括

（単位:千円）各会計予算総括表

増 減 比 較平成26年度

当初予算 Ｂ

平成27年度

6月補正後予算 Ａ
会 計

増減率（％）Ａ－Ｂ

△ 11.1△685,1926,184,5385,499,346一 般 会 計

1.55,923396,736402,659国 民 健 康 保 険 特 別 会 計特

別

会

計

△2.2△2,340108,757106,417後期高齢者医療特別会計

4.78,633184,899193,532下 水 道 事 業 特 別 会 計

△0.3△10030,84030,740農業集落排水事業特別会計

1.712,116721,232733,348小 計

△9.7△673,0766,905,7706,232,694総 合 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。

（２）一般会計

（単位:千円）一般会計収入

増減比較平成26年度
予 算

平成27年度
予 算

項 目
増減率(％)増減額

16.331,600193,500225,100地 方 譲 与 税 な ど依

存

財

源

△1.7△50,0002,935,0002,885,000地 方 交 付 税

6.317,117272,214289,331国 庫 支 出 金

24.086,387360,233446,620道 支 出 金

△ 53.7△524,600977,200452,600借 金

△2.5△13,553539,148525,595町 税自

主

財

源

△ 43.6△41,81295,95654,142分担金および負担金

4.85,813121,725127,538使用料および手数料

△ 71.6△439,527613,932174,405財産収入・諸収入など

321.8243,38575,630319,015繰 入 金

△ 11.1△685,1926,184,5385,499,346合 計

依存財源とは、国や北海道から受けるお金や借金のことで、自主財源とは、まちが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28億8500万円は、収入全体の半分以上

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が、本年度は前年度に比較して5000万円の減額となっています。地

方交付税への依存が大きい新十津川町にとって、その金額が減ることは、まち独自の事業が行いづらくなること
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序 （単位:千円）一般会計支出

増減比較平成26年度
予 算

平成27年度
予 算

項 目
増減率(％)増減額

8.942,290477,664519,954総 務 費

0.85,299682,920688,219民 生 費

10.049,518495,727545,245衛 生 費

△69.4△957,9451,381,069423,124農 林 水 産 業 費

36.964,747175,486240,233商 工 費

13.971,478515,604587,082土 木 費

△6.6△13,721207,088193,367消 防 費

△26.9△151,894564,187412,293教 育 費

25.0188,650755,713944,363公 債 費

1.512,432837,473849,905職 員 費

6.43,95461,60765,561議会・労働・災害復旧費

0.0030,00030,000予 備 費

△11.1△685,1926,184,5385,499,346合 計

を意味しますが、繰入金（貯金の取り崩し）を増やすことによって財源を確保し、必要な事業をしっかり行える

ようにしています。

【支出】一般会計の支出の内訳は次のとおりです。

農林水産業費が大きく減少していますが、これは前述した国営樺戸地区土地改良事業の地元負担金が減ったこ

とによります。教育費の減少は、雨竜町の児童生徒に給食を提供するために雨竜町から負担金をもらって行った

給食センターの増築や、開拓記念館の大規模改修が完了したためです。公債費（借金の返済）が増加しているの

は、借金残高を早く減らすために、通常の償還とは別に繰上償還を行うためです。

（３）まちの貯金と借金の残高

平成26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。

10年前には借金が貯金よりも100億

円余りも多かったのですが、平成26

年度末では、その差はおよそ９億円

まで減っています。ずっと減り続け

ていた借金が平成26年度に増えたの

は、国営樺戸地区土地改良事業の償

還のため６億円の借金をしたためで

す。ただし、その償還金のうち70％

は普通交付税として交付されます。
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序

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27年第２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。

先の町長選挙におきまして、町民の皆様

をはじめ各方面の方々からの温かいご支援

とご厚情を賜り、無投票という形で町政の

舵取りを務めさせていただくことになり、

５月１日付で新十津川町長に就任いたしま

した。

私は、これまで職員として35年間、そして

教育長として８年間、町行政に携わってま

いりましたが、このたび町長の職を拝命し

たことは、身に余る光栄であり、改めてその

使命の大きさと責任の重さに身の引き締ま

る思いであります。

皆様の信頼と期待をしっかりと受け止め、

新十津川町の発展にお役に立てるよう、誠

心誠意、町長の職責を全うしてまいります

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【町政執行の６つの想い】

私は、町長選挙において「子どもと明日

の故郷のために支えあう地域が輝くまちづ

くり」を政策テーマに掲げました。

この政策テーマには、まちづくりに対す

る６つの想いを込めております。

１つ目は、時代の変化に対応する農業と

商工業の支援に取り組み、産業間の多様な

交流や連携を進め、活力に満ちた『豊かな

まちづくり』、２つ目は、子どもたちが未来

を生き抜く力を身に着けるための環境を充

実し、誰もが生涯にわたって学べる『学び

のまちづくり』、３つ目は、支えあい安心し

て子育てができ、誰もが心身ともに健康で

幸せに暮らせる『健やかなまちづくり』、

４つ目は、自然環境や資源、エネルギーを大

切にする仕組みを整え、暮らしやすい生活

環境が整備された『住みよいまちづくり』、

５つ目は、みなさんの生命と財産を守るた

め、防災体制を整え、地域の治安を守る仕組

みを充実し、安全・安心に暮らせる『安心

なまちづくり』、そして６つ目は、みなさん

の声をしっかりと受けとめ、相互理解と信

頼を深めながら計画的に行財政運営を進め、

『共に歩むまちづくり』であります。

この６つの想いをしっかりと政策に反映

し、まちの魅力を高め、町民の皆様が誇りを

持って暮らすことのできる新十津川町を創

造するため、全身全霊を注いでまいります。

【平成27年度の重点について】

国においては、世界に先駆けて人口減少

・超高齢社会という待ったなしの課題を打

開するため、地方創生の理念等を定めた

「まち・ひと・しごと創生法案」と、活性化

に取り組む地方自治体を一体的に支援する

地方創生関連２法案が可決・成立いたしま

した。

これに伴い各自治体には、人口の現状と

将来の姿を示す「地方人口ビジョン」と、

人口減少を克服し、将来にわたって活力あ

る地域社会を実現するため、５か年の計画

を示す「地方版総合戦略」の策定が求めら

れております。

これまでも地方においては、それぞれの

まちの個性を活かした中で地域の再生及び

振興に努めてまいりましたが、国により地

方創生という人的、財政的支援が示された

ことから、各自治体では、地域の特性を踏ま

えた人口ビジョンと総合戦略を策定し、人

口減少対策や雇用の創出等に、より一層力

を傾注し取り組むことが必要となりました。

総合計画は、まちづくり基本条例に基づき、

目指す町の将来像や基本目標、主要施策な

どを総合的、体系的にまとめた計画であり、

総合戦略は、人口減少克服・地方創生を目

的としています。

それぞれの目的や政策の内容は、相反す

るものではないことから、人口ビジョンと

総合戦略につきましては、国の支援におけ

る事業実施時期の優位性を勘案し、平成27

年度から５年間の重点施策として本年中に

策定いたします。

地方創生を効果的に推進していくために

は、住民、関係団体、民間事業者等の参加と

協力が重要ですので、人口ビジョンと総合

戦略は、行政の中だけではなく、町民をはじ

め、議会、外部有識者等のご意見を伺いなが

ら、その方向性や具体案についてまとめあ

げて、事業の予算化につなげていくことと

いたします。

それでは、私の６つの想いとともに地方

創生関連を含め、次の事業を本年度の重点

として取り組んでまいります。

（１）豊かなまちづくり

本町の基幹産業である農業は、米価の下

落とともに農業所得が大幅に減少している

ことから、農業経営への影響を少しでも軽

減するために種籾の購入に対し、費用の一

部を助成いたします。

６次産業化やブランド化を一層推進する

ため、大都市圏から来ていただいた地域お

こし協力隊に一定期間、町内に居住してい

ただき、都会在住者の新たな視点で地域ブ

ランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等に

協力していただきます。また、新規就農に

意欲のある地域おこし協力隊についても募

集を行うこととしております。

地元消費者の購買意欲を増進し、町外消

費流出防止と町内の経済活性化を促進する

ため、商工会と町内の商店の連携による

「プレミアム付商品券」の発行に対し支援

いたします。

観光、スポーツ、食と健康の幅広い分野に

おいて、北海道内に定着した「北海道日本

ハムファイターズ」とパートナー協定を結

び、多くの町民の皆様と交流していただく

とともに、観光の活性化、子どもたちへのス

ポーツ指導や食生活の改善に協力していた

だきます。また、協定締結を記念して、本町

のイベントに球団のマスコットキャラクタ

ーを招聘し、運営協力していただきます。

（２）学びのまちづくり

教育分野では、小学校において一部の教

科の教科担任制の導入や中学校教諭による

授業の実施により、小中学校の連携を図り

ながら義務教育９年間を見通した、確かな

学力、豊かな心、健やかな体の「知・徳・

体」のバランスのとれた教育を目指します。

学校給食の充実では、主食費相当分の給食

費を減額し、保護者の負担を軽減いたしま

す。

これまで町内の文化スポーツ少年団等に

対して助成していた年間活動費や大会派遣

に係る費用等の助成額の上限を引き上げる

とともに、中学校での部活動費及び遠征費

について助成措置を講じ、文化スポーツ活

動に取り組む子ども達に対する支援と保護

者の負担軽減など、支援の一層の充実を図

ってまいります。

（３）健やかなまちづくり

子育て支援につきましては、中学生以下

の保険医療費の無料化に加え、子どもを育

てる世帯の経済的負担を軽減するため、妊

婦及び中学生以下のインフルエンザ予防接

種費用の無料化を実施し、インフルエンザ

のまん延や重症化の予防にも努めてまいり

ます。

まちの宝である子どもの誕生をお祝いし、

健やかに成長されることを願い、本年度か

ら組立て式の子ども用椅子を贈呈いたしま

す。素材には、木の温もりが感じられ柔ら

かな香りがする奈良県十津川村産のヒノキ

を使用し、お子さんのお名前と生年月日を

デザインします。母村十津川村と新十津川

町のつながりと同じように、親と子のつな

がりを大切にしていただければと思います。

（４）住みよいまちづくり

人口減少に少しでも歯止めをかけるため、

昨年から町内で新築住宅及び中古住宅を取

得した方に助成金を交付する定住促進対策

事業を開始いたしました。平成26年度では

19世帯、61人が制度を利用し、町内に住宅を

新築或いは中古住宅を購入され、定住の促

進と人口減少に一定の効果を見ているとこ

ろであります。空き家住宅の再利用や地域

経済の活性化にもつながっていることから、

積極的にＰＲ活動を行い、制度の周知を図

ることといたします。

町内の特に中心市街地においては公営住

宅、民間アパートのいずれも入居希望者が

多く満室の状態が続いております。これま

での民間共同賃貸住宅建設助成の上限額を

引き上げ、民間事業者が建設しやすい環境
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を整え、町内の住宅困窮者の解消に努めて

まいります。

（５）安心なまちづくり

自助・共助・公助による地域防災力の向

上を図るため、３年に１度の総合防災訓練

を８月に実施いたします。近年は、ゲリラ

豪雨に見られるよう局地的な異常気象が発

生していることから、石狩川の水位が避難

判断水位に到達すると想定し、スポーツセ

ンターに避難するよう避難勧告を発令、避

難時の対応を確認するとともに、避難所体

験をしていただくなど、より実践的な防災

訓練を実施いたします。

（６）共に歩むまちづくり

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」への温かい思い

を形にする「ふるさと応援寄附金」は、平

成26年度においては602人、約750万円のご

寄附をいただきました。

本年度は、住民税所得割額の限度額が１

割から２割に引き上げられ、条件によって

確定申告が不要になるなどの改正がなされ

ておりますので、寄附をいただいた方への

特典のバリエーションを広げるなど、町の

ＰＲや産業の振興に寄与するよう取り組ん

でまいります。

【まちづくりの施策】

新十津川町では、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

づき、平成24年度を初年度とする10か年の

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。

総合計画に掲げる「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、これまでの歩み

を着実に進めることが基本となります。

それでは、平成27年度の各施策の展開に

ついて、第５次総合計画の政策別に説明い

たします。

１ みんなでつくる住みよいまち

〔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、不法投棄が見られる場所に

センサー式赤色回転灯を設置し、防止対策

を行います。

ごみの排出量は、近年微増傾向であり多

額の費用をかけて処理を行っております。

ごみ分別と減量化が、町民一人ひとりの

行動につながるよう、粘り強くＰＲ活動を

行い、地域の団体に対しても資源ごみの自

主的な回収に奨励金を交付するとともに、

小型家電や衣類の回収を継続し、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。

農村部における生活雑排水による水質汚

濁を防止するため、引き続き合併処理浄化

槽の設置費用について助成を行います。

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・省資源活動への取り

組みを促進いたします。

〔生活基盤の整備〕

高度経済成長期に集中的に整備された、

公営住宅、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いること

から、早期点検・補修による保全的管理を

行います。また、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、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。

公園につきましては、花月農村公園の樹

木剪定を行うほか、青葉公園の遊具の改修

を実施し、良好で安全な公園環境を保ち地

域住民の憩いの場として整備いたします。

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」を継続実施い

たします。

〔交通環境の充実〕

道路整備につきましては、錦野団地、南中

央団地、ふるさと団地及び北８号線、弥生東

１線の舗装補修を行います。また、交通安

全施設の修繕及び道路名標識の設置など、

適正な維持管理を行い、交通の安全確保と

利便性の向上を図ります。

町内に架かる135の橋りょうにつきまして

は、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、長

期間安全に使用できるよう計画的に修繕を

行い、橋りょうの健全化に努めます。

平成26年度は、みどり町有地に雪捨場を

開設したことにより排雪作業の効率化が図

られました。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187㎞、歩道11㎞、排雪38㎞）につきま

しては、効率的できめ細やかな体制を維持

するとともに、老朽化したミニロータリを

更新し除排雪業務に備えます。

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、利用者の意見

や事業評価を踏まえながら、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目指して

まいります。

２ みんなでつくる健やかなまち

〔児童福祉の充実〕

新十津川ポイントカード会との連携によ

り実施しております、得きっずカードの満

点上乗せ（4,500円）につきましては、子育

て世帯への支援として継続実施いたします。

児童館においては、発達障がいなどの特

別支援を必要とする児童に対して、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、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。

子育て支援センターでは、子育て中の保

護者の仲間づくりの場を提供し、子育てに

係る悩みの相談や育児サークル活動の支援

を継続いたします。

また、小学校の長期休業期間等に放課後

児童クラブの対象児童を小学生全学年とし

た試行を実施し、子ども子育て支援の新制

度に則した検証により、方向性を定めるこ

とといたします。

〔障がい者福祉の充実〕

第３期新十津川町障がい者基本計画及び

第４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、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、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〕

高齢者の学習や趣味の活動、地域活動や

仲間との交流は、生きがいや健康増進、医療

費の削減にもつながることから、平成27年

度からの第６期高齢者保健福祉計画に基づ

き、ふるさと学園大学では、一般の方でも参

加できる土曜講座を充実し、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、新たな会員の確保に

努めることといたします。

また、引き続きレクワーカーの養成と資

質の向上を図るとともに、レクワーカーの

地域老人クラブ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、「介

護保険サービス」から「市町村事業サービ

ス」へと移行することに国の方針が決定し

ております。

平成28年度の事業移行に向けて、その体

制づくりと準備を行いますが、本年度は、予

防一次事業として、らくらく運動教室及び

通所型サロン事業を実施し、予防二次事業

として元気満点教室の開催など、参加しや

すく効果的な介護予防事業により健康寿命

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、

救急医療情報キットを配布することで、見

守り生活支援とともに緊急時や災害時に備

えてまいります。
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高齢者の除雪事業につきましては、これ

までの生活道路や住宅窓の除雪に加え、一

定の基準のもと置き雪や屋根雪等の除排雪

に助成制度を構築し、高齢者の不安解消に

努めてまいります。

〔健康づくりの推進〕

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

要なことから、20歳からの健康診査の自己

負担額を無料として実施いたします。また、

40歳から74歳までの国保加入者の特定健康

診査及び75歳以上の後期高齢者健康診査に

つきましては、自己負担額の無料化を継続

実施いたします。

がんの早期発見、早期治療に資するため、

胃がん、大腸がん、乳がんなどのがん検診と

肝炎検診、骨粗粗鬆症検診について、平成27

年度から１回の自己負担額をワンコインの

500円として、検診率の向上を図ります。

高齢者の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

チンの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

を対象にワクチン接種費用の助成を継続い

たします。

育児不安の解消と親と子どもの心身の健

康維持及び増進を図るため、妊婦健康診査

・相談事業及び乳幼児健康診査・相談事業

を実施するほか、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、

一昨年、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が20周年を迎

えることから、記念誌や食生活改善レシピ

集の発行、講演会などの記念事業を支援す

るとともに、今後もバランスのとれた食生

活の啓蒙普及と生活習慣病の予防など、活

動の充実を図ってまいります。

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推

進期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、啓発活動を

積極的に取り組んでまいります。

〔医療環境の充実〕

障がい者やひとり親家庭、未熟児として

生まれたお子さんの１歳になるまでの医療

費について、引き続き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

〔農業の振興〕

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ならなければなりませ

ん。農業の元気が商工業の元気に繋がり、

ひいては町民の元気につながるものと考え

ております。

農業者の育成では、担い手不足を解消す

るため、ピンネ農業公社を中心に農業後継

者や新規就農者の受け入れ体制の整備・拡

充を図るとともに、無人ヘリコプターの免

許取得経費の助成を行い、オペレーターを

養成し、防除作業の省力化及び効率化を図

り、地域農業の担い手を支援いたします。

また、農業委員会、ピンネ農業公社と町が

情報を共有し、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。

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。

農業所得の向上を図るため、安全で安心な

農産物を町内外に積極的にＰＲし、付加価

値の向上や販路拡大などを推進する個人、

団体に対し、農産物ブランド化推進協議会

と連携して支援いたします。

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り組みに対して支援い

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里見及び幌加町有林の

補植及び下刈、創造の森の下刈等を実施し、

森林の適正な管理に努めてまいります。

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有効に活用

してまいります。

林道の整備では、林道５路線の草刈、路面

整正、横断側溝の清掃等、適正な維持管理を

実施いたします。

〔商工業の振興〕

企業振興促進条例の活用により、町内へ

の企業立地や設備投資に対する助成を行い、

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り組みに対する中小

企業等近代化促進事業及び中小企業事業資

金保障融資事業を継続し、経営基盤の強化

に努めてまいります。

商工会が実施するスタンプラリー抽選会、

商店街の環境整備、商工会のギャラリー活

用などの取り組みを支援し、町内の消費拡

大を図ってまいります。

〔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、キャンプ村、文化伝習館、

サンヒルズ・サライ、ヴィラトップ等の施

設の修繕や備品を更新するほか、町が所有

する温泉井の揚水ポンプの交換経費及び加

温経費をグリーンパークに助成し、適正な

維持管理を行い、観光客に対するサービス

の向上に努めてまいります。

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、まちの特色を最大限活か

した手作りのイベントを年間通して実施し、

観光客を誘致するとともに活気溢れるまち

づくりを推進いたします。

観光協会で「とつかわこめぞー」のキャ

ラクター着ぐるみを制作する費用を助成し、

イベント等に活用することで、まちの観光

情報の発信とイメージアップを図ってまい

ります。また、町の歴史を知っていただく

ため、本町出身の絵本作家、井上正治さんの

作品「ふるさと」を映像化したＤＶＤを作

成し、本町の歴史を後世に残してまいりま

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

の促進を図ります。また、本町には、貴重な

財産である美しい自然がありますが、まだ、

知られていない観光資源が眠っていると考

えられます。外国人の大学留学生を招き、

外国人からの視点で調査を行い、地元の住

民では気付くことのできない自然や風景、

歴史や文化、体験活動、産業など、新たな資

源を発掘し、魅力あるまちづくりにつなげ

ることといたします。

〔雇用の創出〕

近年、農村地域の活力の低下が懸念され

ており、潜在的な雇用が期待できる農業に

ついて、各地域で雇用の創出を図る取り組

みがなされております。

将来の農業労働力を確保するために、若

者や団塊の世代をはじめとする中高年など

多様な人材に農業の魅力を伝え、非農家出

身者であっても意欲と能力のある人材に農

業を職業として選択してもらえるよう、ピ

ンネ農業公社が中心となり、情報提供、相談、

体験、研修等、きめ細かい支援を行ってまい

ります。

また、商品開発など、地域経済に新たな付

加価値を生み出す地域産業の活性化等に取

り組み、将来に向けて安定的な雇用の確保

・拡大に取り組んでまいります。

特に付加価値の高い新たなサービス・製

品を創出するためには、多様な価値観を取

り込むことが重要と考え、女性が活躍でき

る場をつくるとともに、その地域に魅力を

感じる取り組みを進めてまいります。

４ みんなでつくる安心なまち

〔消防・救急体制の充実〕

昨年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し、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が構築されまし

た。

本町においては、消火栓の移設・更新、指
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揮車の更新及び救急救命士の救命活動を向

上するための機材・器具を整備するなど、

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、住宅用の火災警報器の普及

率を上げるため、町民への啓蒙を図ってま

いります。

〔防災体制の充実〕

大雨による石狩川の水位上昇により、堤

防内（私たちが住んでいる側）にある河川

の水が石狩川に流れなくなったときに、大

型排水ポンプで強制的に排水する施設が町

内に７か所あり、いつでも迅速な活動がで

きるよう水防団を組織し水防訓練を行って

まいります。

地域においては、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・支援する

とともに、自主防災組織が設立されていな

い行政区に対し設立の支援を行ってまいり

ます。

また、地域の防災力を更に高めるため、町

内の防災マスター連絡会議との連携により、

防災体制の充実を図ることといたします。

家庭においても災害への備えとして、非

常食や水などの物資の備蓄の必要性につい

て啓蒙を図ってまいります。

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、建て替えを行う橋

本区、みどり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。

〔生活安全体制の充実〕

国道沿いの街路灯ＬＥＤ化により、明る

い街並みによる防犯と環境負荷の軽減が図

られておりますので、引き続き施設の適正

な維持管理を行います。

本町においても、オレオレ詐欺の電話が

あったり、未払い料金などの架空請求が届

いておりますので、高齢者の方等が詐欺被

害に遭わないよう、関係機関や団体と連携

し、被害の未然防止に努めてまいります。

本年５月末で、町内の交通事故死ゼロが

連続1100日を超えました。今後も安全・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、減速路面標示などの交差点安全施設を

整備し、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

本年４月から教育委員会制度が大きく変

わりました。私が主宰となり総合教育会議

を設置し、教育委員会と意思疎通を図り、町

教育振興に関する施策の大綱を策定し、そ

の目標に向かって、教育の充実を図ってま

いります。

なお、教育行政につきましては、教育長の

教育行政執行方針により詳細の説明がござ

いますので、私からは概要について申し述

べます。

〔学校教育の充実〕

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いたします。

小学校における教科担任講師及び学習支

援サポーターの配置、中学校における教育

充実指導講師及び学力向上推進講師などの

配置により、児童生徒の学習を支援する体

制を整え、学力の向上を目指してまいりま

す。

新十津川農業高等学校につきましては、

昨年度、特色を生かしたカリキュラムや教

育活動が認められ、北海道の教育実践表彰

を受けました。入試倍率も１倍を超えるな

ど、地域に根ざし選ばれる高校として定着

しておりますので、引き続き支援を行って

まいります。

〔社会教育の充実〕

町民一人ひとり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と協力に

努めてまいります。

スポーツ活動の促進では、小学生には多

様な運動の経験、中学生には専門スポーツ

の技術向上、成人以上はスポーツ離れの解

消をねらいとして、競技スポーツ、ニュース

ポーツ、フィットネスなどの分野から専門

の指導者を招いて教室を開催するほか、地

域で身近にスポ－ツに親しむことのできる

総合型地域スポーツクラブの設立など、町

民誰もがスポーツ活動に取り組みやすい環

境づくりを目指してまいります。

読書活動の推進では、図書館が開館20周

年の節目を迎えることから、記念事業を開

催するなど、これからも親しまれる図書館

として、本に親しむための環境整備を図っ

てまいります。

６ みんなでともに歩むまち

〔住民参加の促進〕

まちづくり懇談会、各種団体等の会合、町

民アンケート等を通じて、広く町民の意見

を把握し、町広報、ホームページ、町内回覧

等を通じて各事業をしっかりＰＲするとと

もに、まちづくりの方策について議会や総

合行政審議会等のご意見を伺いながら、住

民参加のまちづくりを推進いたします。

本年度は、行政区自治会館の耐震化計画

に基づき、橋本区自治会館とみどり区自治

会館の建替え工事を実施いたしますので、

地域住民の活動拠点として地域の皆様にな

お一層ご活用いただきたいと存じます。

また、行政区が住み良い地域づくりのた

め主体的に実施する提案事業や、行政区と

町が役割と責任を分担しながら行う協働事

業に対し助成を行うとともに、地域サポー

ター職員制度を継続し、協働のまちづくり

を推し進めてまいります。

〔行政の効率的な運営〕

行政事務の効率化では、マイナンバー制

度の導入に伴い、個人番号通知が確実に皆

様の手元に届くよう必要な作業を進めます。

また、各種行政手続きの効率化・簡素化と

更なる町民サービスの向上が図られるよう、

税や社会保障関係情報の連携に向けて、シ

ステム改修などの準備を進めてまいります。

公共施設の適正配置のため、将来のまち

づくりを見据えた公共施設のあり方を定め

るとともに、効率的かつ効果的な施設運営

を行うため、公共施設等総合管理計画を策

定いたします。

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

的な行政を推進いたします。また、将来的

には、医療、介護費用が増嵩傾向にあり、人

口減少に起因し交付税の伸びも期待できな

いことから、町理事者の給与に関する特別

措置条例を提案させていただき、給与削減

を実施するとともに、財政状況の推移を常

に注視し引き続き健全な財政運営に努めて

まいります。

【むすびに】

以上、平成27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。

本町には、美しい自然があり、先人が北海

道の厳しい自然条件を克服し艱難辛苦の末

に切り拓いた豊かな大地、そして延々と受

け継がれてきた歴史と文化があります。

現在、本町は、長期的な視点に立った堅実

かつ確実な町政運営を進め、健全な財政が

保たれております。

これは、まちづくりに対する町民の皆様

一人ひとりの格別なご理解とご協力があっ

てこそ成し得ているものであります。

平成27年度は、地方創生元年であります。

私は「輝く未来へ今スタート」をスローガ

ンとして町長に就任させていただきました。

これまでの堅実かつ確実な町政運営を継

承しつつも、まちの魅力や価値を今一度掘

り起し、光を当て、輝かせることを目標にス

タートを切りたいと考えております。

町民の幸せとまちの発展のために粉骨砕

身、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、町民の皆様のより一層

のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、

町政執行方針といたします。


