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予算概要予算概要

（１）総　括
　今年は町長選挙の年でしたので、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いえます。
　６月補正後の予算総額は76億4144万円で、平成30年度予算と比較して13.1パーセント増えています。大きな増
加となっていますが、これは、役場庁舎の建替えや保育園の増築改修、旧大和小学校の解体などが主な原因で
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 令和元年度
６月補正後予算

平成30年度
当初予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 7,036,630 6,138,991 897,639 14.6

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 276,944 279,255 △	2,311 △	0.8
後期高齢者医療特別会計 116,082 115,812 270 0.2
下 水 道 事 業 特 別 会 計 181,617 192,073 △	10,456 △	5.4
農業集落排水事業特別会計 30,160 28,896 1,264 4.4

小　　　　　計 604,803 616,036 △	11,233 △	1.8
総　　　　　合　　　　　計 7,641,433 6,755,027 886,406 13.1

（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 令和元年度
予　算

平成30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 242,300 230,700 11,600 5.0
地 方 交 付 税 2,935,000 2,935,000 0 0.0
国 ・ 道 か ら の 支 出 金 882,224 806,635 75,589 9.4
借 金 996,400 576,000 420,400 73.0

自

主

財

源

町 税 566,205 570,273 △	4,068 △	0.7
分 担 金 お よ び 負 担 金 69,582 64,742 4,840 7.5
使 用 料 お よ び 手 数 料 126,566 126,187 379 0.3
財産収入・諸収入など 432,769 315,699 117,070 37.1
繰 入 金 785,584 513,755 271,829 52.9
合　　　　　　計 7,036,630 6,138,991 897,639 14.6

　　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など）
　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４割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30年度予算と比較すると、役場庁舎の建替えや保育園の増築改修のための借入があるため、借金が大
きく増加しています。



4

まちづくり読本＜予算版＞

序

一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 令和元年度
予　算

平成30年度
予　算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 1,208,605 749,344 459,261 61.3
民 生 費 1,222,467 883,446 339,021 38.4
衛 生 費 548,929 572,000 △	23,071 △	4.0
農 林 水 産 業 費 510,127 498,921 11,206 2.2
商 工 費 241,652 252,301 △	10,649 △	4.2
土 木 費 762,398 784,557 △	22,159 △	2.8
消 防 費 356,048 280,891 75,157 26.8
教 育 費 565,606 487,699 77,907 16.0
公 債 費 668,854 701,348 △	32,494 △	4.6
職 員 費 856,761 838,908 17,853 2.1
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 65,183 59,576 5,607 9.4
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 7,036,630 6,138,991 897,639 14.6

　　ここに注目！！

総務費：役場庁舎の建替え工事が始まったため、事業費が大きく増えています。新庁舎は令和３年５月に使
用開始予定です。（51ページ）

民生費：保育園の入所定員を増やすための増築改修工事を行うことから、事業費が大きく増えています。
（18ページ）

消防費：防災無線の電波をデジタル化するための事業費が増えています。（36ページ）

（３）まちの貯金と借金の残高
　平成30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年度からは、借金残高を貯金残高が上回ってきました。平成30年度から役場庁舎の建替えが始まりまし
たので、今後は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】
　令和元年第２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、本年４月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、
無投票により、引き続き町政の運営を担わ
せていただくこととなりました。
　町長として、１期４年間、私が願うまち
づくり「私の６つの想い」と新十津川町総
合戦略を策定し、町議会議員、町民の皆さ
まのお知恵やお力添えを頂きながら、100
余名の町職員の先頭に立ち、その実現に向
け、全力投球で取り組んでまいったところ
であります。
　このたびの選挙を通じて、多くの方々と
意見を交わさせていただき、これからの新
十津川町のまちづくりに思いを馳せます
と、改めて、その重責に身の引き締まる思
いでございます。
　私の４年間の取組みで、成果が出ている
分野がある一方、成果が出ていない分野も
ございます。しかしながら、着実に新しい
芽が出始めていることも事実でございま
す。この新しい芽を順調に育て、綺麗で力
強い花を咲かせ、「令和」という新時代を
切り拓いていくため、今まで積み上げてき
た多くのプロジェクトを礎に町民の皆さま
の期待にお応えするべく「もっと前へ　
もっと未来へ」と力戦奮闘、町政運営にま
い進する覚悟でございますので、１期目同
様、何卒ご理解とご協力を賜りますよう心
からお願い申し上げます。

〔社会情勢〕
　さて、30年余りの「平成」の時代、社会
を取り巻く環境や諸情勢は大きく変化して
まいりました。
　政治では平成初頭に政権の枠組みが変化
を続け、経済ではバブル崩壊から約20年の
低迷期に突入し、近年では緩やかな回復傾
向と言われていますが、実感として伝わっ
ていない状況下にあります。
　そのような中、人口におきましては、平
成元年には我が国の合計特殊出生率が過去
最低水準となり、その後も減少傾向が続き、
日本総人口も平成27年には減少局面に突入
しました。加えて、高齢化率は20％台後半
にまで上昇するなど、世界に例を見ない速
度で少子高齢化が進行しております。
　また、阪神淡路大震災、東日本大震災、
昨年の胆振東部地震などの地震災害や、台
風、豪雨に起因する水害などの自然災害は
甚大化・大規模化しており、安全安心対策
へのニーズが非常に高まっております。

〔基本姿勢〕
　本町におきましても、平成元年４月に
8,914人であった人口は、平成31年４月に
6,586人となり、この30年で2,328人減少し
ました。
　平成29年度より町民の皆さま、町議会
議員にご意見を頂戴し進めてまいりまし
た100年を見据えた役場新庁舎の建設が始
まった一方、先人が身を粉にして敷設した
ＪＲ札沼線は、モータリゼーションの進展
により町民の利用は皆無となり、苦渋の選
択ではありましたが、まちの将来を見据え、
慎重審議の結果、廃線同意という結論に至
るなど、大きな時代の転機を迎えておりま
す。
　「平成」から「令和」に改元となった変
革の時、先達の方々の並々ならぬ開拓の努
力に感謝し、未来に向かって、今、成すべ
きことを、議会、行政、そして町民の皆さ
まと力を合わせ、住んでよかった、住み続
けたい、そして住んでみたい、「持続可能
なまち　新十津川町」を目指し、取り組ん
でまいります。

【重点として取り組む事項】
〔産業振興〕
　本町の基幹産業である農業は、ここ十数
年に亘り担い手育成・新規就農に取り組ん
でまいりましたが、人口減少と相まって、
人材不足が深刻な社会問題となっておりま
す。現在、１農家平均15haの耕作面積が
20年後には倍の30haになると推測され、
担い手確保対策を継続して取り組んでまい
ります。
　一方で家族経営を基本に少人数で営農で
きる仕組みを確立するため、本年度、国と
農研機構のスマート農業実証プロジェクト
事業の採択を受け、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、
ＪＡピンネを始めとした町内農業関係団体
及び農機具メーカーと行政が一体となった
共同組織により、農業新技術の現場実装に
取り組んでまいります。
　この実証プロジェクトでどれだけの負担
軽減、省力化が図られるかを検証し、その
最先端技術を全国自治体のトップランナー
として全道・全国へと発信するとともに、
未来へ向けた持続可能な農業を創造し、町
独自のＩＣＴ農業機械購入助成の拡充な
ど、必要な支援を進めてまいります。
　また、人材不足は農業だけではなく、商
工業にも影響が出ておりますので、商工業
の人材確保対策を支援するとともに、省力
化に向けた機器整備、新技術の導入といっ
た新たな取組みのほか、次期ポイントシス
テムの導入に向けた支援を進めてまいりま
す。

〔人口減少の抑制〕
　就任１年目に策定しました新十津川町総
合戦略は、本町の総合計画の基本的な視点
と合致させながら、人口減少の歯止め策を
中心に計画策定しました。特に定住促進事
業は町外からの転入に一定の成果が現れて
おり、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ります。
　今年が最終年度となる総合戦略は総合計
画と一体的に取り組んでいくことで最大の
効果が得られることから、総合計画の目標
年を合わせるため、２年間戦略を延長させ
「子育て支援と教育」の核は継承し、KPI
の目標値、事業手法などの必要な見直しを
行い、人口減少の抑制に向けて取り組んで
まいります。

〔ＪＲ札沼線廃線後のまちづくり計画〕
　昭和10年に全面開通したＪＲ札沼線の歴
史的な背景を尊重しつつも、50年、100年
後の本町の将来像を見据え、沿線自治体と
ＪＲ北海道との協議の結果、廃線日が令和
２年５月７日と決定いたしました。
　この廃線日決定により終着駅新十津川に
は、先のゴールデンウィーク期間中、約２
千人が訪れ、廃線となる来年５月まで、全
道、全国各地から大勢の方が来町されるこ
とが予想されます。
　このことからＪＲ北海道、観光協会、町
内飲食店、駅を応援いただいている方々や
地域おこし協力隊と連携しながら、２両編
成車両や臨時列車の運行、駅イベントの開
催など、最後の１年を日本一早い最終列車
の出る新十津川駅で、日本一のおもてなし
の心で出迎えるとともに、駅、そして、農
特産物やまちの魅力を広く全道、全国へ発
信してまいります。
　また、札沼線沿線の農地は、鉄路により
分断されておりますことから、今後、農業
農村整備事業により、農地の大区画、基盤
整備を計画的に進めてまいります。
　さらに、新十津川駅周辺は本町の中心部
に位置し、これからのまちづくりの重点地
区に位置しますので、町民の皆さまと協議
させていただきながら、駅周辺の土地利用
を見直し将来のまちづくりを見据えた市街
地の形成を図ってまいります。

〔災害対策〕
　昨年９月、本町から100㎞程の至近が震
源地となった胆振東部地震では、今もなお、
仮設住宅での生活を余儀なくされており、
改めて心よりお見舞い申し上げます。幸い
本町では、全町的な停電となったものの生
活に影響を与えるような大きな被害はあり
ませんでした。
　しかしながら、昨今の地球温暖化からな

町政執行方針町政執行方針
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る異常気象による集中豪雨や地震の発生を
考慮しますと、いつ何時、本町に災害が見
舞われるかわかりません。その対策として、
被害を最小限に抑えるため、日ごろからの
災害への備えが重要であると改めて感じた
ところでございます。
　万が一の災害発生に備え、避難所となる
公共施設には、非常用電源の配置可能な配
線整備や、避難備蓄品の充実、避難所受け
入れマニュアルの作成などを行政区や自主
防災会と連携して進めるとともに、防災情
報の伝達手段である防災無線は、アナログ
でかつ老朽化していることから、デジタル
化へと計画的に整備し、災害に強いまちづ
くりを一層進めてまいります。

〔庁舎建設〕
　役場新庁舎は、今年３月に発注を終え工
事が始まりました。新庁舎は１階スペース
にバス待合所として、休日開放スペースを
設けるなど、町民の視点に立ち利用しやす
い環境を創出してまいります。なお、災害
発生時には防災拠点となるよう頑丈で機能
性を重視するなど、「笑顔あふれる未来の
まちへ　みんなで創る100年庁舎」の理念
のもと、令和３年５月の供用開始を目指し
てまいります。
　なお、供用開始までの期間、そして、供
用開始後も庁舎の解体等もあり、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。

【６つの政策の柱】
　私は、町長２期目となる４年間を「みん
なの笑顔と故

ま　ち
郷の未来　咲かせます　新時

代」と町政運営の基本理念として掲げまし
た。
　この基本理念のもと、私はこれからのま
ちづくりにおける６つの基本姿勢ととも
に、任期中に取り組む政策について、申し
上げます。

１　住み良いまち
　基本姿勢の１つ目は、私たちが、毎日を
快適に、そして幸福感をもって暮らすこと
ができるのは、道路、河川、上下水道、公
園、交通といった生活の基盤が安定してい
ることだと思っております。そのためにも
生活基盤の充実に努め、毎日の生活が心豊
かに過ごしていけるよう、町民の皆さまの
協力を得ながら、美しい景観形成を図り、
誰もが住みたい、住み続けたいと思える「住
み良いまち」を目指します。

〔環境の保全〕
　十数年前から毎年、実施しております町
民アンケートにおいて、「新十津川町の好

きなところ、自慢できるところ」という設
問に対し、調査開始当初から最も多い回答
が「緑が多く、自然が豊か」とお答えいた
だいております。このことからも、今ある
山、川、里などの自然を未来に伝え残して
いくよう環境に配慮した対策を計画的に進
めてまいります。
　昨年度、策定しました2019年からの15年
間に亘るごみ処理基本計画に則り、ごみの
減量化を町民の皆さまと進めてまいりま
す。また、農村地区は、拠点収集としてお
りますが、高齢化が進み拠点までの持ち込
みが困難なことなどを考慮して、資源ごみ
を除く一般ごみについて、戸別収集に向け
た検討を進めてまいります。
　本町は豊富な森林資源を有し、町内には
チップ工場がある優位性を活かした木質バ
イオマスボイラー施設をふるさと公園内に
設置し、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
熱源供給を目指してまいります。
　官民一体となり木質資源の循環的、効率
的利用を進め、環境に配慮した本町独自の
自然エネルギーの活用を進めてまいります。

〔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、町内に住宅を購入、新築し
た方に助成金を交付しております定住促進
事業は、平成26年度より実施し、昨年度ま
で205人の方が町外より転入いただいてお
ります。
　今年12月末までの転居が期限となります
定住促進事業は、人口減少の抑制に効果が
現れておりますことから、今までの助成期
間の申請者との公平性を考慮の上、切れ目
のない支援としての後継事業を第３回定例
会にお示しするよう執り進めてまいります。
　また、ご自宅で今後も継続的に住んでい
ただくためのリフォーム助成は、昨年度ま
での190件の利用実績を検証し、次期対策
を検討してまいります。
　ＪＲ札沼線廃線後の駅、線路の跡地に係
る市街地区につきましては、将来のまちづ
くりを見据えた都市計画用途地域の変更手
続きを進め、望ましい中心市街地を形成し
てまいります。

〔交通環境の整備〕
　道路等の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菊水団地内
道路改築、西１線歩道造成や、橋梁長寿命
化計画に則った補修などの工事を計画的に
進めるとともに、札沼線の鉄路撤去後の道
路整備に向けた準備を進めるなど、快適な
道路環境を整備してまいります。
　道路や河川の草刈り等については、沿線

住民の負担軽減に向けた取組みを進めてま
いります。
　冬期間の安全な道路を確保するため、車
道を除雪するドーザ、歩道を確保するロー
タリ除雪車が老朽化しておりますので、国
の助成などを受けながら計画的に更新し、
町道252路線 187㎞、歩道12㎞の除排雪を
進めてまいります。
　地域公共交通では、中央バスの運行助成
をはじめ、徳富地区方面、砂川方面につい
ては、デマンド型乗合タクシーの運行によ
り移動手段を確保しておりますが、利用者
減少により、運行が立ち行かない状況にな
りつつあり、町民のニーズなどを勘案し、
より利便性を考慮した新たな交通体系の検
討を進めてまいります。

２　健やかなまち
　健康で暮らすことはすべての人の望みで
あり、私もそう願っている一人であります。
その実現に向け、町民誰もがこの世に生を
受けて生涯にわたり、身体的な健康はもと
より、安心して医療、介護が受けられる体
制を図るとともに、すべての世代が明るく
元気で充実した生活が送れる「健やかなま
ち」を目指します。

〔児童福祉の充実〕
　医療費・インフルエンザ予防接種、第３
子以降の給食費、保育料、文化スポーツ施
設の無料化、得きっずカードの満点割増、
妊婦健診の助成などの子育て支援を重点的
に進めてまいりました。今後も継続して子
育て支援を進めるとともに、出産後の産婦
健診について、新たに支援をしてまいりま
す。
　また、お子さんの誕生をお祝いし、十津
川村産のヒノキを使った手作り椅子を贈呈
しておりますが、１歳の記念に変更します。
新たに十津川村産の木製おもちゃを誕生記
念として贈呈し、母村から伝わる木のぬく
もりを感じていただき、母村十津川村と本
町の絆とともに、親と子について考えてい
ただく機会を創出します。
　働き方改革や、人口減少、高齢化による
生産年齢人口減少に伴い、保育を必要とす
る家庭が増えております。保育園は今年５
月から仮設園舎を設置し、12月に増築工事
が完了する予定であります。保護者、園児、
地域住民の皆さまに、ご迷惑をお掛けして
おりますが、安心して預けられる保育施設
を充実してまいります。
　子どもたち、そして、親子が笑顔で健や
かに憩える身近な場所は、地域の公園です。
老朽化した公園遊具やフェンスの更新、樹
木の剪定など、子どもから大人まで安心し
て集え見守れる安全な公園を整備してまい
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ります。

〔高齢者福祉の充実〕
　昨年度から、試行的に取り組んでまいり
ました「すまいるあっぷ事業」は、身近な
場所で定期的に進めることで多くの利用が
見込まれることから、本年度より全行政区
に拡げ、高齢者が身近な会館で、運動やサ
ロン活動が行える環境を整え、心身の維持・
向上を図ってまいります。
　また、人生の最後を見据えながら、自分
らしく生きる「終活」の浸透とともに、自
分の終焉を書き記すことで、家族がご本人
の意思を尊重できるとして、注目を集めて
おりますエンディングノートにつきまし
て、すまいるあっぷ事業を通じて、広めて
まいります。
　介護を必要とする方、障がいのある方、
高齢者など誰もが不安なく、安心して暮ら
せるよう、介護保険、障がい者福祉制度を
定着化させる一方、社会福祉協議会と連携
し、高齢者等の支援の核となるボランティ
アセンターを中心としたボランティア活動
を積極的に推進してまいります。
　また、２年後の令和３年度からの次期介
護保険事業に向け、今年度からの２年間、
空知中部広域連合の構成市町で介護保険準
備基金を積み立て、介護保険料の負担軽減
と介護保険事業の安定的な財政運営を図っ
てまいります。

〔健康づくりの推進〕
　健康づくりは、普段からの運動が大切で
ありますので、プッシュ型の取組みとして
健診受診などの機会を捉え、日ごろ運動し
ていない方に対してアプローチし、町民全
体の健康意識の底上げを進め、運動を取り
入れた健康づくりの意識向上を図ってまい
ります。
　また、食生活の改善は、健康づくりの重
要な要素でありますことから、食生活の見
直しや減塩に向けた取組みを推進し、さら
には、糖尿病などの生活習慣病及び重症化
を予防するため、栄養指導を強化してまい
ります。
　大病にかからないためには、病気の早期
発見が大切であることから、継続して無料
化、ワンコインなどの受診しやすい環境を
提供するとともに、新たに胃がん、胃炎の
原因の１つとも言われているピロリ菌の検
査を健診項目に追加し、健診の充実及び特
定検診の受診率の向上を図ってまいります。
　インフルエンザ予防接種は医療機関によ
り接種料金が異なり、戸惑う高齢者が多く
おられたことを踏まえ、自己負担一律１千
円で接種できるよう支援を拡充し、安心し
て予防接種が受けられる体制を整えてまい

ります。
　さらに、風しん予防対策として、今年か
ら３年間、緊急的に風しん抗体保有率が低
い世代の男性に抗体検査と、その結果、抗
体価が低い方への予防接種にかかる費用の
全額を助成し、風しんのまん延を防ぐ対策
を講じてまいります。

３　豊かなまち
　時代のニーズ、人口減少といった現状を
踏まえ、将来の本町の農業の姿を創造し、
ＩＣＴを取り入れた家族経営などの農業形
態の確立と活気ある足腰の強い商工業の確
立、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」を目指します。

〔農業・林業の振興〕
　昨年度から取り組んでおります次世代農
業推進事業を拡充し、新たに農薬散布のド
ローンの購入費の一部助成を加え、支援を
強化するとともに、その一体的な取組みと
して、ＩＣＴ技術によるスマート農業実証
プロジェクトに取り組んでまいります。
また、良質米は土づくりからと言いますと
おり、ピンネ農協では平成10年から先んじ
て土壌分析機を用いた土づくりを進めてお
りますが、機器の老朽化から土壌分析機の
更新を支援してまいります。
　道内一の酒米作付けは酒造会社からの需
要に応え、156haへと拡大し道内の約４割
を占めております。日本酒は酒米を削り中
心部分を使用し作られますが、この過程で
削られ捨てられる酒米粉の利活用方法を国
の研究機関との共同研究により、常温での
糖化などの性質を特許出願し、本年３月に
受理されたところです。この特性を生かし、
製造販売業者と連携し試験販売、商品化を
進め、新十津川酒米ブランドを広く発信し
てまいります。
　エゾシカ、アライグマによる農業被害が
年々増加しております。特にアライグマに
ついては被害報告が急増しておりますこと
から、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くなど、効果的
な防除方法を構築してまいります。なお、
本町だけの駆除では地域が限られますので、
道をはじめ周辺市町に働きかけ、圏域連携
による生息数の抑制に努めてまいります。
　本年度より国から譲与されます森林環境
譲与税を財源として、森林の整備や木質バ
イオマスボイラー導入による木材の利用な
どの促進策について、そらち森林組合と連
携し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。

〔商工業の振興〕
　中小企業の人材不足が深刻な問題となっ
ておりますことから、中小企業応援制度を
拡充し、都市部や外国などからの人材の採
用活動、広告費の助成などの人材確保に向
けた取組みを支援するとともに、商工業の
拠点となる商工会館の修繕に係る費用の一
部を支援してまいります。
　商工業におきましては、店舗の新築、改
造や、新規事業への投資、生産性・集客力
の向上、販路拡大など意欲をもって取り組
んでいただくよう継続して支援するととも
に、町内消費拡大に一定の効果が認められ
ている、とくとっぷカードの機器の老朽化
に伴う次期ポイントシステムの導入に対
し、計画的に支援してまいります。
　母村十津川村及び奈良県との三者協定の
締結から２年が経過し、母村、奈良県との
つながりについて、少しずつ認知度が高
まっており、継続して特産品の宣伝販売、
観光情報の発信を相互に進めるとともに、
新たに互産互消の取組みなど、友好・交流
を深化させてまいります。

〔観光の振興〕
　札沼線廃線が残り１年を切り、この機を
逃すことなく、千載一遇のチャンスとして
魅力的なイベントの開催、マスメディアの
活用など、本町のＰＲ・認知度を高め、有
終の美を飾るべく工夫を凝らし取り組んで
まいります。
　「新十津川町」の名を全国に発信してい
くため、昨年11月に十津川警部シリーズの
著者で、平成28年には新十津川駅を舞台と
した作品を執筆され、母村十津川村の観光
大使でおられます「西村京太郎」氏にまち
の応援大使第１号、そして、本年５月には、
徳富区のかぜのびをアトリエとして、ＪＲ
タワーなどのデザインや金属彫刻作品を手
掛ける芸術家「五十嵐威暢」氏を応援大使
第２号として、就任いただきました。今後
も、本町に縁があり、まちの良さを広めて
いただける方に、応援大使に就任いただく
よう進めてまいります。
　昨年から検討を進めてまいりましたふる
さと公園の再整備は、今年３月にゾーニン
グなどの再整備基本計画を策定し、今後は
遊具等の詳細について、町民の皆さまと話
し合いながら、ファミリー層の集客が見込
める魅力的な公園を目指し、取り組んでま
いります。

４　安心なまち
　豪雨、暴風、地震など自然の猛威に対す
る十分な備え、被害を最小限に抑えるため
のハード整備、そして自主防災会と連携し
たソフト面の充実など、災害に対する備え
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を万全に期すとともに、防犯、防火、交通
安全対策を関係機関と連携強化し、安全で
穏やかに暮らすことのできる「安心なまち」
を目指します。

〔防災体制の充実〕
　近年、台風、豪雨により河川、排水路か
ら雨水が溢水し、農地被害の発生や、民家
に浸水被害が及ぶ可能性が高くなっている
ことから、国に要望していた河川中洲の埋
塞土砂上げを砂利採取業者により実施して
いただくほか、内水排除施設のポンプ、発
電機の更新など計画的に進めてまいります。
　昨年９月の胆振東部地震では、数日に及
び道内全域が停電となり、本町では１次避
難所である行政区会館において、自主防災
会が中心に発電機を使い、避難者の受け入
れが行われました。しかしながら、長期化、
冬期間の災害を思慮しますと、２次避難所
での受け入れ態勢の整備が急務であると実
感したところであります。この教訓から、
新たにスポーツセンター、小中学校体育館
などに、発電機から受電可能な配線設備を
整えてまいります。また、医療、福祉施設
と協定を結び、確保しております福祉避難
所につきましても、非常用電源整備を促進
するため、費用の一部助成についての独自
制度を構築してまいります。
　１次避難所である行政区会館は、地域住
民がもっとも身近で、最初の受け入れ避難
所となることから、自主防災会と連携し、
必要な備蓄資機材の整備、避難所運営マ
ニュアルの作成を進めてまいります。
　さらに、新庁舎建設に併せ防災無線の更
新を進めるほか、北海道管理の中小河川な
どに水位計が新設され、河川水位などが細
かに把握が可能となったことから、迅速か
つ円滑に防災行動を取るため、時系列に整
理する防災タイムラインを定め、災害時の
初動対応がスムーズに図れる体制を構築し
てまいります。
　全国各地での被災地対応の検証におい
て、災害時のボランティアを受け入れる体
制が問題視されておりますことから、その
担い手として期待されます社会福祉協議会
と協議を進め、災害時のボランティアセン
ターの体制を整えてまいります。

〔防犯・交通安全〕
　通学路となっている道道学園新十津川停
車場線の歩道が暗いことから、新たに防犯
灯を設置し、安全で安心な歩行環境を整備
してまいります。
　また、交通事故死ゼロは、５月末で580
日を迎えました。このことは、交通安全関
係組織をはじめ、行政区などの町民ぐるみ
の交通事故撲滅への取組みが功を奏してい

るものであり、更に意識向上を図ってまい
ります。しかしながら、道路は地理感のな
い町外の方も利用されますことから、痛ま
しい事故が発生することも現実としてあり
ます。
　そのため、警察署と連携し、特に事故等
が起こりやすく注意が必要な場所への赤色
回転灯を整備するととともに、50周年を迎
える交通安全指導委員会と共同で花月検問
所に啓発看板を設置し「痛ましい事故を起
こさせない」を目標に注意喚起を図ってま
いります。

５　学びのまち
　いつの時代も子は宝であり、未来を創る
のも子どもたちでございます。
　学校、家庭、地域、行政が連携し、未来
を担う子どもたちが、明るく元気に育ち、
心身ともに逞しく「生き抜く力」を身に付
けることができる環境を提供するととも
に、私たち大人も、生涯に亘り探求心をもっ
て、学び続けられる環境を創出する「学び
のまち」を目指します。
　教育行政は、総合教育会議を中心に私と
教育委員会が連携し、教育・文化・スポー
ツの振興と充実を図ってまいります。
　なお、取り組む政策につきましては、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　共に歩むまち
　まちづくりは行政だけが進めても、決し
て皆さまが考えるまちづくりには成り得ま
せん。わたしたち行政が持つ情報、町民皆
さまが持つ情報を、より一層共有して意見
交換しながら、町政運営を進めてまいりま
す。また、まちづくりの基本である地域活
動、町民活動の支援を進めるとともに、持
続可能で在り続けるべく、社会情勢の変化
や景気動向を敏感に捉え、国の動向を注視
しつつ健全な行財政運営を図り、町民の皆
さまと「共に歩むまち」を進めてまいります。

〔地域コミュニティー〕
　老人クラブ、女性の会、子ども会がそれ
ぞれの行政区において、互いに協力し、活
動が進められておりますが、人口減少に伴
う会員の減少傾向にあることから、連合組
織が地域組織と連携し、会の活性化が図ら
れるよう新たな支援策を講じ、地域コミュ
ニティーの推進を図ってまいります。

〔健全財政〕
　令和３年度をもって新十津川町総合計画
は最終年度となりますことから、その後の
10か年のまちづくりの基本方針である次期

総合計画を町議会議員、団体、町民の皆さ
まとともに、健全財政を維持した中で、よ
り良い計画となるよう準備を進めてまいり
ます。
　新庁舎建設にあたっては、建設費用が今
後の町財政を圧迫することがないよう、計
画的に基金を積み立ててまいりましたが、
引き続き有利な起債や地中熱ヒートポンプ
導入に対して国の助成を受けるなど、一般
財源の抑制を図ってまいります。
　また、長年に渡り、施設の利活用を検討
してきました旧大和小学校につきまして、
建物が老朽化し地域の景観も損なわれてい
るということを踏まえ、地元と協議した結
果、解体することでご理解をいただきまし
たので、本年度中に解体してまいります。

〔開町130年〕
　来年度、開町130年の節目の年を迎える
ことから、先人たちが残した歴史と思いを
振り返り、140年、150年と積み重ねていく
ため、 町民の皆さまとともに、 記憶に残る
ような130周年記念事業を本年度より計画
していくとともに、開町100年以降の史実
を編纂し、まちの歴史を未来に伝え残す取
組みを進めてまいります。

【おわりに】
　以上、私の町政執行に挑む、６つの基本
姿勢とともに、本年度の政策を中心に述べ
させていただきました。
　本町は類い稀な歴史で開墾、入植された
歴史から始まり、昨今では本町に魅力を感
じ移住された方もおり、今やさまざまな地
域の出身者が生活し、まちが形成されてお
ります。
　本質的なものを忘れない中にも、新しい
変化を取り入れていくことを指す「不

ふえきりゅう

易流
行
こう

」という江戸時代の俳諧師松尾芭蕉の言
葉がございます。
　これからの我が町「新十津川町」は、母
村十津川村から引き継がれる先人の方々の
思いを決して忘れることなく、新たなもの
を取り入れる「不易流行」の精神で、時代
に即応した持続可能なまちづくりを目指
し、人々が美しく心を寄せあい、文化が生
まれ育つ「令和」の新しい新十津川物語を
紡いでいく決意でございます。
　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。


