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予算概要予算概要

（１）総　括

　平成30年度の全会計の予算総額は、67億5503万円となり、平成29年度の予算総額と比較すると、2.7％減少し
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30年度
当初予算

平成29年度
当初予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 6,138,991 6,213,903 △	74,912 △	1.2

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 279,255 394,414 △	115,159 △	29.2
後期高齢者医療特別会計 115,812 107,642 8,170 7.6
下 水 道 事 業 特 別 会 計 192,073 191,480 593 0.3
農業集落排水事業特別会計 28,896 33,465 △	4,569 △	13.7

小　　　　　計 616,036 727,001 △	110,965 △	15.3
総　　　　　合　　　　　計 6,755,027 6,940,904 △	185,877 △	2.7

（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。

【収入】

一般会計収入	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成30年度
予　算

平成29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 230,700 222,600 8,100 3.6
地 方 交 付 税 2,935,000 2,935,000 0 0.0
国 ・ 道 か ら の 支 出 金 806,635 759,240 47,395 6.2
借 金 576,000 888,600 △	312,600 △	35.2

自

主

財

源

町 税 570,273 535,418 34,855 6.5
分 担 金 お よ び 負 担 金 64,742 65,710 △	968 △	1.5
使 用 料 お よ び 手 数 料 126,187 128,363 △	2,176 △	1.7
財産収入・諸収入など 315,699 327,324 △	11,625 △	3.6
繰 入 金 513,755 351,648 162,107 46.1
合　　　　　　計 6,138,991 6,213,903 △	74,912 △	1.2

　　ここに注目！！

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約７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。
　平成29年度予算と比較すると、平成29年度に行った行政区自治会館の建替えや国営樺戸（二期）地区土地
改良事業の負担金の支払いが平成30年度はないため、借金が大きく減少しています。
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【支出】

一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成30年度	
予　算

平成29年度	
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 749,344 1,016,425 △	267,081 △	26.3
民 生 費 883,446 789,864 93,582 11.8
衛 生 費 572,000 637,533 △	65,533 △	10.3
農 林 水 産 業 費 498,921 747,515 △	248,594 △	33.3
商 工 費 252,301 184,230 68,071 36.9
土 木 費 784,557 644,391 140,166 21.8
消 防 費 280,891 200,350 80,541 40.2
教 育 費 487,699 458,239 29,460 6.4
公 債 費 701,348 597,667 103,681 17.3
職 員 費 838,908 847,314 △	8,406 △	1.0
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 59,576 60,375 △	799 △	1.3
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 6,138,991 6,213,903 △	74,912 △	1.2

　　ここに注目！！

総務費：平成29年度まで行っていた行政区自治会館の建替え費用がないため減少しています。
商工費：老朽化に伴う観光関連施設の補修費用などが増加しています。
消防費：消防車の更新と避難所にWi-Fi環境を整備する事業費が増加しています。

（３）まちの貯金と借金の残高

　平成29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。

　平成28年度から借金残高を貯金残高が上回っていますが、平成30年度から庁舎の建替えが始まるので一時的に
借金は増え、貯金は減る見込みです。
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【はじめに】
　平成30年第１回町議会定例会が開
催されるにあたり、町政執行につい
て所信を申し上げ、町民の皆様、な
らびに議員の皆様にご理解とご協力
をお願い申し上げます。

　平成27年５月に町長として、町政
執行の責任を担わせていただいてか
ら、まもなく３年が経過しようとし
ております。
　今一度、足元を見直し、原点に立
ち返り、町民の皆様からお寄せいた
だいた声を町政に活かし、その期待
と信頼に応えるために「安心して住
み続けられ、住んでいて良かったと
実感できるまち」そして「元気で魅
力あふれるまち」とするために、強
い気持ちを持って、町政の舵取りを
進めていく決意でいるところです。
　現在、総合戦略の基に教育と子育
て支援の充実を積極的に推し進めな
がら、温もりや魅力を積極的に発信
し、真に住みやすいまちとなるよう
に、確実に新十津川町を発展させて
いく考えであります。

　この強い思いを実現するため、５
つの重点政策を目標に取組んでまい
ります。
【平成30年度の重点政策】
　第１に「農業の持続的発展」でご
ざいます。
　本年度は、米の生産調整が廃止と
なり、本町の農業にとっても大きな
転換期を迎えることから、ＪＡピン
ネやピンネ農業公社など、農業関係
機関と連携を図り、基幹産業である
農業の持続可能な発展に向け、担い
手対策とスマート農業に重点を置い
た振興策を進めてまいります。

　第２に「奈良県、十津川村との連
携協定と本町経済の活性化」でござ
います。
　昨年、奈良県荒井知事のご配慮に
より実現できました三者協定は、北
海道で唯一の大きなチャンスと可能
性をいただきましたので、これを商
機と捉え、農商工の連携を図り、販

売ルートの確立に向けた取組みを進
めてまいります。また、人口の減少
や町外大型店への購買力流出によ
り、町内商工業者にとっては厳し
い状況が続いておりますが、中小企
業を応援する制度の拡充や消費喚起
に対する事業への支援を一層推し進
め、町内経済の循環と活性化を図っ
てまいります。

　第３に「人口減少対策」でござい
ます。
　平成26年度からスタートした定住
促進事業は、一定の成果を見ており
ますので、創意工夫を凝らして啓蒙
活動の強化に努めてまいります。特
に、近隣の市町からの人口流入だけ
ではなく、出産、子育て、教育の切
れ目のない支援の充実を図り、札幌
圏などからの子育て世帯に住んでい
ただけるよう、積極的に執り進めて
まいります。

　第４に「健康づくり対策及び高齢
者支援」でございます。
　昭和43年６月に医療費の軽減と高
齢化社会を見据え、健康な体づくり
を推進するため「健康づくりの町」
を宣言してから、今年が50周年を迎
えます。
　町民の皆様にとって健康であるこ
とが何より幸せなことと思いますの
で、その重要性を再認識していただ
きながら、一人一人が関心を高め、
さらなる健康意識の向上の契機とな
るよう、記念事業を行い町民の皆様
の一層の健康づくり対策、高齢者福
祉の支援に努めてまいります。

　第５に「健全財政の維持」でござ
います。
　本町の財政は、行政と住民が一体
となった協働のまちづくりを推し進
めておりますので、常に行財政改革
を念頭に置き、将来に負担を残さな
い身の丈に合った行財政運営を進め
てまいります。

　以上、取り組むべき５つの重点政
策を申し上げましたが、このほかに

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30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。
　豊かな自然を次の世代につなげる
ため、環境保全の意識を高め、廃棄
物の適正処理やリサイクルの促進に
努め、循環型社会の形成に努めてま
いります。また、誰もが快適に暮ら
すことができるよう生活基盤の充実
を図るとともに、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〕
　環境美化の推進につきましては、
行政区や各種団体による花の植栽や
清掃活動を支援するとともに、不法
投棄巡回パトロールを実施するな
ど、美しい景観の維持に努めてまい
ります。
　ごみの減量化につきましては、３
Ｒ運動を推進し、行政区や子ども会
による資源物の自主回収を支援する
とともに、小型家電や廃食油、不用
衣類の回収の啓蒙活動を強化し、資
源の有効活用とごみの排出量削減に
努めてまいります。

〔生活基盤の充実〕
　定住促進につきましては、平成26
年度に制度を設けて以来この４年間
で49世帯、143人の方に転入してい
ただき、定住促進策として一定の成
果をあげております。昨年度末に作
成した町を紹介するＰＲ動画をホー
ムページなどで配信し、一層のＰＲ
活動を強化してまいります。また、
地域経済の一翼を担う個人住宅のリ
フォーム費用の一部を支援する「安

町政執行方針町政執行方針
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心すまいる助成事業」を引き続き実
施いたします。
　公園管理につきましては、公園施
設長寿命化計画に基づき、遊具の更
新、公園外周フェンスの改修などを
行うとともに、定期的な樹木の剪定
を行い、安全で周辺環境と調和した
公園管理に努めてまいります。
　町内の光通信サービス対象外と
なっている農村地域の高速通信網を
整備するため、無線通信サービスに
必要な基地局や中継局の設置場所の
調査設計を実施いたします。

〔交通環境の充実〕
　国道・道道につきましては、真に
必要な道路整備、維持補修、冬期間
の除排雪体制の充実に向け、それぞ
れ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、
菊水団地内の道路改築工事に着手す
るほか、歩行者の安全が危惧されて
いた西１線について、歩道造成工事
を進めるための調査設計を実施いた
します。
　橋りょうの維持管理につきまして
は、総進、花月方面を中心に14橋の
橋りょう点検を実施いたします。ま
た、これまでの橋りょう点検におい
て、機能に支障が生じる可能性があ
ると判定された岡野橋や大久保橋の
補修工事を実施いたします。
　札沼線につきましては、ＪＲ北海
道から「単独では維持困難な線区」
として示されたことを受け、沿線４
町で存廃協議を進めているところで
す。本町としては時代の変遷ととも
に、住民生活の足としての役割は果
たしてきたと言えますので、将来を
見据え、しかるべき判断を下したい
と考えております。
　交通体系につきましては、地域公
共交通活性化協議会が中心となっ
て、最適な公共交通について、継続
的に議論を深めてまいりたいと考え
ております。

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」です。
　少子高齢化や社会環境が多様化す
る中、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
み慣れた地域で暮らすことができる
「健やかなまち」を目指してまいり
ます。

〔児童福祉の充実〕
　児童福祉につきましては、新十津
川保育園及び児童館の施設や設備の
改修を行い、快適で安全な施設の管
理に努めてまいります。
　子ども生活応援事業につきまして
は、高校生以下の子どもがいる世帯
及び妊婦がいる世帯を対象に、町内
商店街で利用できる得きっずカード
を配布し、子育て世帯の支援を行い
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の
連携による病後児保育の実施、さら
には子育て支援センターや児童館、
放課後児童クラブの運営も充実さ
せ、安心して子育てできる環境づく
りに取組んでまいります。

〔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５期新十津川町障がい福祉
計画に基づき、障がいの有無に関わ
らず、相互に人格と個性を尊重し合
いながら共生する社会の実現を目指
し、地域で安心して暮らすことがで
きるよう、相談支援の充実とニーズ
に合ったサービスの提供を行ってま
いります。
　肢体不自由の方の自動車改造費用
の助成制度を新設し、障がい者の自
立や社会参加の促進に努めてまいり
ます。

〔高齢者福祉の充実〕
　高齢者の生きがい活動につきまし
ては、ゆめりあ部会やシニアいきい
きクラブ、ふるさと学園大学の取組
を充実させ、健康でいきいきとした
高齢者の活動を支援してまいります。
　介護予防事業につきましては、交
流の場の提供と介護予防運動を行う
「スマイルアップ事業」を７つの行

政区で実施いたします。
　認知症の方やその家族の支援策に
ついては、医療機関や関係機関と連
携を図り、相談業務を行うととも
に、認知症サポーター養成講座の開
催、民間支援団体が運営する認知症
カフェの運営に対し支援してまいり
ます。

〔健康づくりの推進〕
　本年度は、健康づくりの町宣言を
して50周年を迎えます。自分や大切
な家族の健康状態に関心を持ってい
ただくために、記念講演会を実施す
るとともに、食育推進の観点から日
本ハムファイターズと連携した健康
デザートの開発をはじめ、北中央公
園内に健康器具を設置し、健康維持
に向けた取組を推し進めてまいりま
す。
　母子保健対策につきましては、妊
婦の一般健診、超音波エコー検査に
助成するとともに、出産前から子育
て期にわたる切れ目のない、きめ細
かな健康相談と健診を行ってまいり
ます。

〔医療環境の充実〕
　医療費助成制度については、子ど
もを育てる世帯の負担を軽減するた
め、高校生以下の保険医療費の無料
化を継続実施いたします。
　特定不妊治療、一般不妊治療につ
いては、１回の治療費が高額である
ことから、費用の一部負担を実施い
たします。
　国民健康保険事業につきまして
は、財政基盤を強化するために、本
年度から北海道が運営主体となり、
効率的な事務を進めていくことにな
ります。北海道や空知中部広域連合
と相互に連携し、町民の窓口として
わかりやすく、丁寧な対応と円滑な
制度の運用に努めてまいります。

３　みんなでつくる豊かなまち

　三つめは、「みんなでつくる豊か
なまち」です。
　基幹産業である農業をはじめ、林
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業、商業、工業、観光の振興に向け
た支援を推進するとともに、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し、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〕
　後継者対策につきましては、ＪＡ
ピンネやピンネ農業公社と連携を図
り、農業後継者を目指す新規学卒者
やＵターン者が就農しやすい環境を
整えるため、住宅確保に対する支援
制度や農業機械の免許取得、新たな
作目に挑戦する際の助成制度を新設
いたします。また、農作業の省力化
と効率化を図るため、水稲向け水管
理システムによるＩＣＴ農業の実証
調査、ＧＰＳ機能付き田植機の導入
や農業用ドローン操作講習費用の一
部を助成し、スマート農業の取組を
推進いたします。
　研究機関や地域おこし協力隊との
連携協力により、全道一の生産量を
誇る酒米を使用した商品開発に取組
んでまいります。

〔林業の振興〕
　森林資源の活用と資源循環型社会
を目指すため、ふるさと公園内の３
施設に熱源を供給するための木質バ
イオボイラーの導入に向け、国の補
助制度を活用しながら、実証試験と
なる事業性能評価調査を実施いたし
ます。また、分収造林の間伐などか
ら得られる二酸化炭素吸収量をクレ
ジット化し、購入していただくため、
「Ｊクレジット制度」の認証に係る
手続きを執り進めてまいります。
　町民に親しまれる森づくりを推進
するため、日本ハムファイターズの
協力を得て、ふるさと公園内の「創
造の森」に記念植樹を実施いたしま
す。

〔商工業の振興〕
　商工業の振興のため、中小企業事
業資金保障融資制度の利子の全額助
成の期間を３年間延長します。また、
国や道の融資貸付制度を利用してい

る商工業者に対して行っている利子
の半額助成についても３年間延長い
たします。
　店舗の新設や直売所の設置、集客
向上のための取組を支援する中小企
業者応援事業は、対象事業の範囲の
拡大と要件の緩和を行い、中小企業
者への支援拡大を図ってまいります。
　商工会が実施する地元消費拡大の
ための取組や商工会の運営につい
て、必要な支援を継続いたします。

〔観光の振興〕
　本町の観光拠点であるふるさと公
園をリニューアルするため、ふるさ
と公園再整備基本計画を策定すると
ともに、新十津川物語記念館をはじ
めとする公園内施設の屋根や外壁な
どの改修を実施いたします。
　奈良県及び十津川村との三者協定
に基づき、東京日本橋の奈良県アン
テナショップへの出品、奈良市内で
行われるイベントの「にぎわい回
廊」やＪＡピンネが奈良県内で実施
する「ピンネフェア」などに参加し、
農特産品の販路拡大に向けた取組を
本格的に実施いたします。また、三
者協定を記念して、奈良県内から町
内の宿泊施設に宿泊された方を対象
に、特産品をプレゼントする記念事
業を実施いたします。
　ＪＲ札沼線の存廃議論から派生し
た沿線４町のそれぞれの特色や歴史
観を連携し、魅力をアピールするた
め、札幌市内で特産品販売のイベン
トを行うとともに、ＪＲ北海道傘下
の旅行会社による本町の名所を巡る
ツアー「まちもの語り」に協力し、
知名度アップにつなげる取組を行い
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と
して、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、新規就農者や地域おこし協力隊
員の本町定着に向けた支援に取組ん
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」です。
　町民のかけがえのない生命と財産
を守るため、大災害の発生を踏まえ
た消防・救急・防災体制の一層の充
実に努めるとともに、交通安全や防
犯などの生活安全の充実に努め、穏
やかな暮らしを実現できる「安心の
まち」を目指してまいります。

〔防災体制の充実〕
　３年に１度となる総合防災訓練を
８月26日に実施するとともに、全行
政区において組織化された自主防災
会に出向き、災害を想定した避難所
運営訓練「ＨＵＧ」を実施するなど、
より一層の防災力の強化に取組んで
まいります。また、避難所に必要と
なる簡易トイレや排水機場に必要な
物資を購入し、災害発生時の体制整
備の強化に努めてまいります。
　国が進める「日本再興戦略」に基
づき、災害発生時の避難所となる、
ゆめりあやスポーツセンター、小中
学校にＷｉ－Ｆｉ環境を整備いたし
ます。
　平成９年に導入した防災行政無線
は、老朽化が進んでおりますので、
庁舎建設に併せた防災無線のデジタ
ル化導入に向け、実施設計を行いま
す。
　石狩川や徳富川は、上流域からの
土砂が河道内に堆積し中州が形成さ
れております。今後、河岸侵食、洪
水時の築堤破堤も想定されますの
で、関係機関に対し河道掘削を要望
してまいります。

〔消防・救急体制の充実〕
　平成30年度は、本町に公設消防が
設置されて100周年の大きな節目の
年となります。これまでの歴史と歩
みを振り返る記念誌の発行と100周
年を記念した消防演習を実施いたし
ます。
　役場庁舎の建設に伴い、第一分団
詰所の建設準備を進めるとともに、
平成４年に購入した第一分団のポン
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プ車を更新し、消火体制の強化を図
ります。

〔生活安全体制の充実〕
　交通安全の推進につきましては、
交通安全指導員や関係機関、関係団
体と連携を図るとともに、小中学生
や高齢者向けの交通安全教育に力を
入れ、交通事故の防止に努めてまい
ります。
　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、青色回転灯パトロールを引
き続き実施いたします。また、高齢
者を狙った振り込め詐欺をはじめと
する特殊詐欺被害は、年々手口が巧
妙化し、道内でも被害が増加してい
ることから、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。

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。
　明日の本町を担う子どもたちが心
身ともにたくましく育つよう、家庭
や地域、学校と連携し、生きる力を
育むとともに、町民が生涯にわたっ
て自ら学び、自己実現を図ることが
できる「学びのまち」を目指してま
いります。

　地域とともにある学校づくりを目
指すため、教育委員会と連携を図り、
「学校運営協議会」を新たに設置し、
コミュニティ・スクールとしての仕
組みを導入いたします。保護者や地
域住民が、一定の権限と責任をもっ
て学校運営に参画していただき、こ
れまで地域と学校が協力して実施し
てきた教育活動をさらに深めるとと
もに、活発な活動となるよう支援い
たします。
　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。
　少子高齢化や人口減少、住民ニー
ズの多様化など、町を取り巻く情勢
が大きく変化する中、住民と行政が
互いに助け合いながらまちづくりを
進めることができるよう、住民と「と
もに歩むまち」を目指してまいりま
す。

〔住民参加の促進〕
　自治会活動の拠点となる行政区会
館は、耐震に伴う建替工事が完了し
ましたので、改築をしていない中央
区と青葉区の会館について、バリア
フリーや省エネルギー化に特化した
改修工事を実施いたします。
　情報の発信につきましては、広報
やまちづくり読本、町内回覧等を通
じて、行政が持つ情報を町民の方々
に発信するほか、まちのＰＲ動画を
ホームページやＹｏｕＴｕｂｅで配
信するとともに、新たに本町を紹介
するミニ情報誌を作成し、道内の道
の駅などで配布するなど、さまざま
な情報伝達手段を用いて本町の魅力
を発信してまいります。
　今年は北海道と命名されて150年
になります。平成３年にＮＨＫが放
送した「ドラマ新十津川物語」は、
北海道の開拓の歴史そのものといっ
ても過言ではありません。この類稀
な開拓の歴史を町民の皆様と再認識
するために、パブリックビューイン
グを開催いたします。

〔行政の効率的な運営〕
　新庁舎の建設につきましては、基
本設計が終りましたので詳細な内容
を決める実施設計を進め、円滑かつ
確実な工事施工とするために、年度
内に発注を行います。
　まちづくり懇談会やワークショッ
プなどを通じて、引き続き町民の皆
様のご意見を賜りながら進めてまい
ります。
　ふるさと納税につきましては、平
成26年度の制度実施以降、初めて１

億円を超えるご寄附を全国からいた
だきました。今後、子育て支援や町
の環境整備の財源として大切に使わ
せていただくとともに、町の産業振
興の面においても経済効果が期待で
きますので、さらなる返礼品の充実
を図り、より一層のＰＲに努めてま
いります。
　健全な財政運営を堅持すること
は、行政を司るものとして一番大切
なことであります。町民の皆様と共
に歩む「協働のまちづくり」を推進
しておりますので、身の丈を考慮し
ながら、最少の経費で最大の効果が
発揮できるよう、財政運営を執り進
めてまいります。

　以上、平成30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】
　昭和10年、本町出身の衆議院議員
東武氏の30年近くにわたる政治活動
の末に敷設された札沼線が、現在、
廃線の危機に直面しております。
　時代の流れとともに、人口が減少
し、車中心の社会となり、現在は一
日一往復しか往来のない札沼線は、
交通手段として利用する町民がほと
んどいなくなりました。
　東氏の不屈の精神とひたむきな情
熱を考えると、単に利便性や合理性
だけで存廃を判断するものではあり
ませんが、将来の本町のまちづくり
を考えると、出来得る限り早い時期
に決断することを考えております。
　平成30年度は、私にとって任期を
締めくくる年となります。
　輝き続ける新十津川にするため
「為せば成る、為さねば成らぬ何事
も、成らぬは人の為さぬなりけり」
を信念に、決断と実行の真剣勝負の
１年となるよう、町民の皆様、町議
会議員の皆様にお誓い申し上げ、平
成30年度の町政執行方針といたしま
す。


