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行政執行の具体的な施策
平成22年度は、次の主要施策を展開していきます。
（ゴシック体は新規事業）
１、人と文化を育むまちづくり
（1） 東川小学校耐力度調査の実施
（2） 東川小学校等建設推進委員会の設置
（3） 東川第一、第二、第三小学校耐震改修事業
（4） 東川中学校耐震改修事業
（5） 東川中学校グランド整備事業
（6） 中学校学習用椅子の贈呈事業（中学校卒業生）
（7） 学校給食施設備品の更新
（8） 社会科副読本の作成
（9） スクールバス事業の充実
（10） 北工学園振興事業
・北工学園学生確保対策への支援
・北工学園振興協議会への支援
（11） 外国人（韓国、台湾など）滞在による日本語学習支援
（12） 北海道東川高等学校の特色ある学校づくりへの支援及
び検討
（13） 子育て支援ネットワークづくりなど地域子育て支援事
業の充実
（14） 学童保育の推進と充実
（15） 保健師等専門的職員の配置及び保育士増員による幼児
センター機能の充実
（16） 子育て「夢・未来プラン」冊子の作成
（17） 特別支援教育支援員等の充実（幼児センター、東川小、
第一、第二、東川中）
（18） 英語教育（活動）の充実と習慣化の促進
（19） 国際教育の推進と充実
（20） 栄養教諭の配置と食育の推進
（21） 学力向上対策の推進
（22） 心の教室相談員の継続配置
（23） 教育振興スーパーバイザーの設置
（24） 英和・和英辞書の贈呈事業（小学校卒業生）
（25） 地域子ども教室の充実
（26） 学校支援地域本部事業の推進
（27） 文化交流館活性化対策の推進（図書管理システムの稼
動）
（28） ブックスタート事業の継続実施
（29） マイブックマイトーク事業の実施（小学校新一年生に
本の贈呈）
（30） 生涯学習振興奨励事業の推進
（31） はつらつスポーツ振興奨励事業の推進

・診療所内部の改修事業
（7） 院外薬局との連携強化
（8） ふるさと雇用再生特別対策事業の推進
・安心生活支援ヘルパー事業
・商工活性化施策推進事業
・特産物販売促進事業
・交通弱者にやさしいまちづくり事業
（9） 緊急雇用創出推進事業の実施
・開拓百年記念の森公園等整備事業（下刈り、除伐等）
・災害時等要援護者支援台帳作成事業
・町有財産台帳整備事業
・写真の町指導・運営事業
・旭岳源水公園施設管理事業
（10） 重点分野雇用創造事業
・障害者就業総合相談支援事業
・体験型観光育成事業
（11） がん検診の実施
・国保加入者の検診料（自己負担分）２分の１助成
・女性特有（乳がん、子宮がん）のがん検診の実施
（12） 各種福祉サービスの申請手続の簡素化
・福祉医療更新手続（重度、ひとり親、乳幼児）
（13） 福祉給付金の継続実施
（14） 乳幼児等医療費助成事業の中学生（入院）まで拡大
（15） 共生型いきいきサロン整備（建設）事業
（16） じん芥処理収集業務の充実
・農家地区の収集方法を個別収集に改善
（17） ごみ減量化及び資源化推進事業の充実
・生ごみ処理機購入助成事業の実施
（18） 疾病予防対策及び健康教育事業の充実
（19） 改正介護保険法に基づく介護予防事業・包括的支援事
業の充実
（20） 保健師派遣事業の活用
（21） 在宅福祉事業の拡充（生活支援ヘルパー派遣事業、み
まわりヘルパー派遣事業、外出支援事業）
（22） 障害者自立支援法に基づく介護給付、訓練等給付事業
の推進
（23） 妊婦一般健康診査の継続実施（14回）
（24） 高齢者緊急通報装置設置事業の継続実施
（25） 高齢者・障害者等相談支援体制の充実強化
（26） 簡易水道地下水調査の継続実施
（27） 合併処理浄化槽設置事業の推進

２、人にやさしく健康をささえるまちづくり
（1） 町立診療所における特定健診無料化とインフルエンザ
予防接種支援の拡大
（2） 地域福祉推進本部事業の推進（ボランティア活動の充
実）
（3） 高齢者日常生活用具給付等事業の継続実施
・高齢者宅火災警報装置設置事業
・高齢者安全バーナーセンサー付ガスコンロの更新
・テレビ電話見回りサービス（試行）
（4） 旅券発行業務（パスポート）の実施
（5） ふれあいの郷連携支援
（6） 町立診療所の充実
・通院患者無料送迎事業の充実・拡大
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３、人と自然が共生するまちづくり
（1） 安全・安心でおいしい地下水サミットの開催（開催：
東川町）11月10日（いー井戸の日 環境水サミット）
（2） 第三地域地下水調査事業の実施
（3） 景観・歴史的環境形成総合支援事業の推進
・キトウシ森林公園内施設（センターハウス）改修工
事
（4） 地域活力基盤創造交付金事業の推進
・天人峡道路天津橋架替工事（上部工架設・旧橋解体
工事）
・西10号道路改良工事
・道の駅駐車場増設工事

・キトウシ森林公園駐車場整備工事
（5） まちづくり交付金事業の推進
・西10号南道路新設工事
（6） 公営住宅ストック総合改善事業
・清流団地建設事業
・清流東団地浴室等居住水準向上改善事業
・景観住宅建築支援補助事業の推進
（7） きめ細かな臨時交付金事業
・助川橋改修工事
・公共施設トイレ改修事業
・キトウシ森林公園駐車場整備事業
・キトウシ森林公園塗装改修事業
・キトウシスキー場リフト修繕工事
・新栄公園排水整備事業
・野営場トイレ給水場改修事業
・スキークロスカントリーコース木橋改修事業
・第二期グリーンヴィレッジ植栽事業
・東町会館屋上修繕工事
・忠別ダム天人峡旭岳線整備事業
・役場庁舎外壁改修事業
（8） 市街地地区の地籍調査の準備
（9） 公的賃貸住宅収支解析委託事業
（10） 北立地区宅地造成事業（土地開発公社）
（11） 北立団地道路新設工事
（12） 美しい風景づくり推進事業の継続実施
・美しい風景づくり賞の実施
（13） おいしい水確保支援事業の推進

４、経済基盤の確かなまちづくり
（1） 国営緊急農地再編整備事業の地区調査採択要望
（2） 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業
・第三地域センター建設事業
（3） ふるさと農道緊急整備事業
・上岐登牛道路路面補修工事
（4） 大雪山観光エリア情報発信推進事業の実施
（5） 写真の町 東川賞「飛彈野数右衛門賞」の創設と東川賞
の充実
（6） 写真の収蔵・管理・活用の推進
・ＥＵジャパンフェスト日本委員会等からの寄贈作品
の収蔵、整理
・東川賞ほか収蔵作品のデータベース更新
・写真の町事業関連ＨＰのリニューアル
（7） 町有林造成事業の推進
・東倉沼「ふるさとの森」植栽事業
・絆の森整備事業
・流域育成林整備事業
・開拓100年記念の森公園整備事業
・光和地区植栽事業
・森林整備加速化・林業再生事業
（8） 街なか活性化実施計画作成事業の実施
（9） 旭岳地区飲用水水源調査の実施
（10） 米粉・特産物商品開発調査の実施
（11） Ｕターン者等に対する支援
（12） 恵みの田園づくり支援事業の充実

・担い手対策事業、生産対策事業、販売対策事業、農
政対策事業
（13） 中山間地域等直接支払事業の推進
（14） 農地水環境保全向上対策事業の推進
（15） 国営造成施設管理体制整備促進事業の推進
（16） 地域水田農業再編緊急整備事業の推進
（17） 森林整備地域活動支援対策事業の推進
（18） 森林整備対策事業の推進
・21世紀北の森づくり推進事業
・豊かな森づくり推進事業
（19） 生産林道開設事業の推進
（20） 産業にぎわいづくり支援事業の充実
・君の椅子事業の継続推進
（21） 中小企業融資利子補給事業の継続実施
（22） 山岳自然公園の拠点づくり計画の検討
（23） 自然体験型観光の推進
（24） 観光協会の法人化の検討と観光行政との連携強化
（25） 企業誘致の積極的な推進
・企業立地等総合支援条例(緑化・起業化支援)の活用
（26） 「写真の町」事業の推進
・遊休施設の有効活用
（27） 「写真甲子園」事業の推進
・広報宣伝活動の強化
・主催市町との連携強化
（28） 交流人口拡大の積極的な推進
・撮影ツアー誘致
（29） 写真を通じた国際交流の推進
（30） 文化ギャラリー運営の充実
（31） 写真の町を通じたフィルムコミッションの推進

５、参加と対話で築くまちづくり
（1） 東川町総合自治基本条例（仮称）の検討、策定
（2） 地域情報通信基盤（光ファイバー網等）の整備促進
合宿の里づくり事業の推進
（3） 「内閣官房地域活性化総合事務局」及び「北海道地域
（4） 主権局」との人事交流の実施
（5） 各地区コミュニティーセンター改修と備品の整備
（6） 固定資産評価替事業の実施
（7） 国勢調査の実施
（8） 上川広域滞納整理機構との連携
（9） 国際交流事業等の推進
・国際交流員（ＣＩＲ）の配置
・カナダ キャンモア町中・高生派遣事業の推進
・韓国スウォン（水原）市との交流事業の推進
・ネパールにおける代替燃料技術支援の継続（ＪＩＣ
Ａ草の根技術協力事業）
（10） 定住自立圏構想への参画
（11） ラトヴィア共和国ルーイエナ町交流派遣事業の推進
（12） 自律する町の地域組織の再編や地域づくりの継続検討
（13） 地域自治振興会活動の支援及び地域活動推進員の継続
配置（中央、西部、第一、キトウシ、第三）
（14） 東川版ＳＮＳひがしかわワッ！!の活用と普及
（15） 「写真の町」ひがしかわ株主事業の継続実施
（16） 補助金交付団体の自立化の推進
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