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新十津川町第６次総合計画 

 

 

■第１章 総論■ 

  本町では、平成24年度を初年度とする「新十津川町第５次総合計画」において、

「豊かな自然 あふれる笑顔 みんなで創る いきいき未来」を目指すまちの将

来像として掲げ、この将来像を達成するために６つのまちづくりの目標を設定し、

諸施策を展開してきました。 

  この間、地方自治体を取り巻く社会環境は、自然災害の増大、感染症の拡大、

情報通信技術や人工知能をはじめとした技術革新の進展など時代の大きな転換期

を迎え、社会の急速な変化への対応が求められてきました。また、全国的な人口

減少問題が顕著となり、地域住民や事業者、団体等が人口減少に直面し、将来に

わたって、住み続けられるまちづくりを進めていく必要があります。 

  このような状況下、現総合計画が令和３年度で目標年次を迎えることから、本

町では、社会情勢を取り巻く状況の変化、地域特性等を踏まえつつ、町の目指す

べき将来の姿を明確に示し、今後のまちづくりの指針となる「新十津川町第６次

総合計画」を策定するものです。なお、この計画は、10年後を目標年としていま

すが、さらにその先を見据えた計画としています。 

 

 

  総合計画は、まちづくりの基本構想を示し、町政全般の政策・施策の方向性を

定め、総合的・計画的にまちづくりを進めるためのすべての計画の指針であり、

平成23年に制定したまちづくりにおける最高規範である新十津川町まちづくり

基本条例において、町の最上位の計画に位置付け、策定することを規定していま

す。 
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（１）計画の構成 

   この計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の内容 

  ア 基本構想 

    町の将来像とそれを実現する基本的方向を明らかにし、まちづくりの目標

や人口目標を示すもので、総合計画の基礎となるものです。 

  イ 基本計画 

    基本構想に掲げるまちづくりの目標を実現するための政策を具体化し、各

分野にわたって取り組むべき施策を総合的・体系的に示すものです。数値目

標については５年間の目標を定めることとし、その後の５年間については社

会経済情勢等を考慮し、見直しを含め新たに定めることとします。なお、数

値目標は、基本構想で記載する人口（人口減少傾向）の目標を考慮した数値

としています。 

 【基本構想及び基本計画の計画期間及び目標年次】 

・計画期間 令和４年度～令和13年度の10年間 

・目標年次 令和13年度 
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  ウ 実施計画 

    総合計画の実効性を確保し、基本計画に掲げる施策を実現するための具体

的な事務事業を示すものです。計画期間を５年間とし、社会経済情勢の変化

に対応するため、ローリング方式で毎年見直しを行います。 

総合計画は、町の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示し、長期的なまちづ

くりの展望を町民と共有する最上位計画です。一方、総合戦略は、人口減少抑制

と地方創生を目標としているため、総合計画と比較すれば、その政策範囲は限定

されます。 

  このため、総合戦略は、本総合計

画を踏まえたうえで、まち・ひと・

しごと創生に資する特定の施策・事

業を総合戦略として位置付けると

ともに、総合計画の「成果指標」と

総合戦略の評価指標である基本目

標やKPIの整合性を図ることで、一

体的に推進していきます。

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度

基本計画【令和４年度～1３年度】

毎年ローリングを実施

実施計画【令和４年度～８年度】

毎年ローリングを実施

基本構想【令和４年度～13年度】

総合計画 
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（１）位置 

   本町は、空知管内の中心部、石狩川の右岸に位置し、東西35キロメートル、

南北30キロメートルで面積495.47平方キロメートルで、東を石狩川を隔てて

滝川市、砂川市及び奈井江町と相対し、西は樺戸山系をもって当別町、増毛山

脈をもって石狩市に接し、北は尾白利加川を境に雨竜町と南は樺戸堺川を境に

浦臼町と接しています。 

 

（２）歴史 

   本町は、明治22年、奈良県十津川郷における

未曾有の水害という悲劇を契機として、600戸、

2,489人の大集団移住によって開村し、母村に

ちなみ新十津川と命名しました。 

   その後、北陸、東北地方などからも移住があ

り、段丘、奥地帯の開墾が進みました。また、

明治25、26年頃から稲作が始まり、以来、農業を基幹として発展を続け、昭

和32年に町制が施行され、平成２年に開町100年、令和２年には、開町130

年を迎え、現在に至っています。 

 

（３）地勢・自然 

   本町は、極めて平坦な石狩平野と丘陵地及び

これに連なる高地、山岳地からなっています。 

   石狩川の氾濫層、堆積層からなるこの一帯の

平原は、地味肥沃で農業に適しており、４つの

基幹集落で形成されています。 

   石狩川右岸平野部の西側には段丘があり、単

調な丘陵地へと続いています。 

   気候は、内陸型で四季の変化に富み、増毛、樺戸山系の影響で、冬は北西の

風が強く、寒冷地帯で積雪量も多くなっています。 

【奈良県 十津川村】 

【新十津川町 全景】 
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（資料：住民基本台帳 10月１日現在） 

   夏は、南西の風が吹き温暖な気候に恵まれており、年平均気温は、７℃前後、

年間降水量は、1,530ｍｍ前後ですが多い年は1,800ｍｍを超えることもあり

ます。初雪は10月末頃、融雪は概ね４月中旬となっています。 

   積雪は、１ｍ前後ですが、山間部では、２ｍ近くに達します。 

 

（４）人口・世帯数 

   本町の人口は、昭和30年の16,199人をピークに減少を続け、昭和50年に

は、9,527人と１万人の大台を割るに至りました。その後減少率は、やや鈍化

したものの、その傾向は変わらず、令和元年には、6,545人となりましたが、

平成27年度を初年度とする総合戦略において、定住助成や子育て支援などを重

点的に実施することにより、令和２年に空知管内で唯一の人口増加となり、特

に年少人口が増加しています。 

世帯数は、昭和35年の2,663世帯から昭和45年までの10年間、減少が続い

ていましたが、その後増加に転じ、平成９年以降は、2,900世帯から3,000世

帯を推移し、令和２年には、2,991世帯となっています。 

   人口の減少と世帯数の増加によって、昭和30年以前には６人を超えていた一

世帯当人数は、年々減少を続け、令和２年には、2.19人と大きく減少し、核家

族化の傾向が一段と強まっています。 

 

 

 【人口及び世帯数の推移】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ17～Ｈ22 Ｈ22～Ｈ27 Ｈ27～Ｒ２

7,746 7,271 6,895 6,551 △ 1.23 △ 1.03 △ 1.00

2,992 2,999 2,979 2,991 0.05 △ 0.13 0.08

2.59 2.42 2.31 2.19 - - -

総人口

年少人口（14歳以下）

生産年齢人口（15～64
歳）

老年人口（65歳以上） 1.51

△ 2.35

0.272,212 2,331 2,507 2,541 1.08

△ 0.84

4,573 4,072 3,622 3,276 △ 2.19 △ 2.21 △ 1.91

年平均増減率

一世帯当人数

世帯数

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（単位：人、世帯、人/世帯、％）

961 868 766 734 △ 1.94
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（資料：住民基本台帳 10月１日現在） 

（資料：住民基本台帳 10月１日現在） 

  【人口の推移】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【直近５か年の人口推移】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,746 
7,271 

6,895 
6,551 

6,895 6,787 
6,702 6,621 6,545 

6,551 

増加 
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【乗合ワゴン】 

（５）産業の状況 

   本町は、石狩川及び徳富川流域の肥沃な平野部や丘陵地等、恵まれた土地資

源を活かした農業を基幹産業として発展し、北海道における食糧基地としての

役割を果たしてきました。 

   このような中、近年の農業情勢の変化により農家人口の減少が続いており、

産業別就業人口比率も、平成２年の国勢調査では、ついに第１次産業が第３次

産業を下回り、平成27年では、第１次産業が26パーセントに対し、第３次産

業が59パーセントとなっております。 

 

（６）交通 

   交通は、国道275号が南北に縦断

し、滝川市と石狩市を結ぶ国道451

号が東西に横断しています。 

   国道、道道には、路線バスが４路

線（滝新線、滝川北竜線、滝川浦臼

線、ふるさと公園線）運行されてお

り、徳富・総進方面から中央・滝川

方面を乗合タクシーが、橋本方面か 

ら花月・砂川方面を乗合ワゴンが運行してます。なお、令和４年３月31日をも

って、滝新線以外の路線が廃止となり、

令和４年４月から新たな公共交通の運

用が始まります。また、令和２年５月７

日にＪＲ学園都市線の北海道医療大学

駅から新十津川駅間が廃止となり、89

年の長い歴史に幕が下ろされました。 

【札沼線 新十津川駅】 
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（１）人口減少・少子高齢化の進行 

  我が国は、平成20年をピークに人口減少に転じ、今後、その減少の幅は大きく

なると見込まれています。その背景には、64歳までの人口減少の加速があります。

人口減少の時代が続き、今後、一層少子高齢化が進行し、本格的な人口減少社会

になる見通しとなっています。 

  出生については、合計特殊出生率が平成17年に過去最小の1.26を記録し、以

降、微減傾向となっていましたが、令和元年における出生数は、87万人となり過

去最少となりました。さらに、将来推計人口における令和22年の出生数は、74

万人となる推計です。 

  人口減少、とりわけ労働力人口の減少による人口構造の変化に伴い、経済成長

や社会保障制度への影響が懸念されています。 

 

（２）高度情報化の進展 

  近年の情報処理技術や情報通信技術の著しい進展は、国民のニーズの高度化、

多様化につながっており、この劇的な進展は、様々な分野で大きな変革を社会に

もたらしています。AI（人工知能）やIot（家電や自動車、ロボットなどをインタ

ーネットにつなげて活用すること。）の活用により、私たちの働き方や生活を変え、

暮らしがより便利になる可能性を秘めています。 

  一方で、高度情報化による急激な社会の変化に対応することが重要であり、技

術革新に対し、地域を迅速に適応させるとともに、これらを活用したサービスの

提供やニーズの把握が必要であり、これらを可能とする人材の育成が必要とされ

ています。また、国が目指すべき未来社会の姿として提唱したSociety5.0※への

対応も求められています。 

 

   ※Society5.0：最新技術を活用することで私たちの生活をより快適にし、あらゆる社会課題の

解決を目指すこと。 
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（３）グローバル化の進展 

情報通信技術の進展、交通手段の発達による容易な移動、市場の国際的な開放

により様々な分野でグローバル化が進展しており、国際的な競争が激化する一方、

世界的な相互依存の関係が深まっています。 

  特に情報化の進展により新たな生活様式の実装も相まって、経済活動や日常生

活において、世界が身近なものとなっています。このような中、人・もの・情報

の国や地域を超えた多面的な交流や新たな技術の幅広い分野での活用により、地

域経済の活性化や豊かな地域社会が形成されることから、これらに対応できる産

業の振興や雇用の確保が求められています。 

 

（４）環境意識の高まり 

地球温暖化は、平均的な気温の上昇のみならず熱波や大雨、干ばつの増加など

様々な気候の変化を起こしており、これらは、水資源や農作物に影響を与え、自

然生態系や人間社会に影響を及ぼしています。 

  将来、地球の気温はさらに上昇することが予測され、水資源や農作物以外にも、

生態系や健康など様々な分野で影響を及ぼすものと考えられています。この地球

温暖化の防止を図るため、ごみの減量化やリサイクルの推進などの環境に優しい

取組（省エネルギー）を推進するとともに、温室効果ガスの排出を全体としてゼ

ロにする脱炭素社会の実現（2050年カーボンニュートラル）に向けて、一人ひ

とりが、意識を持って取組を進めることが求められています。また、エネルギー

資源を効率よく使用することで、資源の安定供給の確保を図り、次代に安定した

生活を残すことが求められています。 
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（５）安全・安心への意識の高まり 

  近年の気候変動により短時間豪雨が増加するなど雨の降り方が局地化、集中化

しており、土砂災害や河川氾濫が頻発しています。また、東日本大震災や北海道

胆振東部地震などの巨大地震の発生により、自然災害に対する危機意識は急速に

高まっています。また、世界的な感染拡大となった新型コロナウイルスだけでは

なく、新たな感染症など予測困難な危機に対しても、対応力を高めることが求め

られています。さらには、情報通信ネットワークの発展によるサイバー犯罪や高

齢者を狙った犯罪の増加など、私たちの日常生活における安全・安心を脅かす様々

な要因が増大していることから、これらへの対応意識が一層高まっています。 

  こういった状況において、誰もが安全・安心で暮らすことのできる地域を実現

するため、地域による防災、防犯体制を構築することが必要となっています。 

 

（６）価値観やライフスタイルの多様化 

  かつての人口増加や経済成長の時代における物質的な豊かさや生活の利便性の

向上を求める価値観が、現在の成熟した社会においては、心の豊かさや生活の質

の向上を求める傾向が強まっており、ライフスタイルは一層多様化しています。 

こうした中、一人ひとりが価値観やライフスタイルに応じた働き方や暮らし方

を選択することができ、個人として尊重され、活躍できる環境づくりの必要性が

高まる一方で、地域コミュニティの希薄化が進んでいます。 

  個性と能力を十分に発揮できる社会の実現のため、誰もが社会とのつながりを

持ち、互いに助け合う地域ぐるみの支援体制を強化することが求められています。 
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（７）持続可能な開発目標（SDGs）の策定 

  持続可能な開発目標（SDGs）は、平成27年９月の国連サミットで加盟国の全

会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、

2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・

169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓って

います。 

  日本では、平成28年12月に今後の日本の取組の指針となる持続可能な開発目

標（SDGs）実施指針が策定されました。 

  地方自治体にとっても、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けた取組を

進めるとともに、自治体が直面する様々な課題に対応することができる有効な手

段として目標達成に向けた取組を推進していくことが求められています。 

 

 

 

 

 

【SDGs エスディージーズ】 

Sustainable Deveropment Goals 
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