行政執行方針

平成24年度 行政執 行の具体的な施策
24年度は次の主要施策を 展開していきます。（太字の事業名は新規事業）
１．人と文化を育むまちづくり
（1） 東川小学校等建設実施設計の策定（継続事業）
（2） 東川小学校の建設事業（継続事業）
（3） 第一小学校教員住宅屋根、壁塗装工事
（4） 第一小学校グラウンド改修工事
（5） 第二小学校校舎放送設備改修工事
（6） 北海道公立学校校務支援システムの試験導入
（7） 保健師等専門的職員の配置による幼児センター機能
の充実
（8） 特別支援教育支援員等の充実（幼児センター、東小、
第一、第二、第三、東中）
（9） 学童保育の推進と充実
（10） 中学校学習用椅子の贈呈事業（中学校卒業生）
（11） スクールバス事業の充実
（12） 小西健二奨学金制度の支援
（13） 北海道東川高等学校の特色ある学校づくりへの支援
（14） 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
（15） 英語教育（活動）の充実
（16） 学力向上対策の推進
（17） 心の教室相談員の継続配置
（18） 栄養教諭の配置と食育の推進
（19） 教育振興スーパーバイザーの設置
（20） 英和辞書等の贈呈事業（小学校卒業生）
（21） 地域子ども教室の充実
（22） ブックスタート事業の推進
（23） 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）
（24） ＪＦＡこころのプロジェクト「夢教室」の開催
（25） 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
（26） 改善センター耐震診断の実施
（27） 生涯学習振興奨励事業の推進
（28） はつらつスポーツ振興奨励事業の推進
（29） 地域活性化、住民生活に光をそそぐ対策事業
・知の地域づくり地域振興事業
・文化交流館振興事業
・プレスクール事業
・幼児センター指導支援事業
・孤立化、ひきこもり防止対策事業
・発達障害児等総合相談支援事業
・こども安心サポート事業
（30） 君の椅子事業の継続推進
（31） 越中踊り子ども保存会交流事業
（32） 国際理解教育の推進と充実
（33） 外国人（韓国、台湾、中国など）滞在者への日本語
学習支援

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各種予防接種
の継続実施（インフルエンザ、ヒブ・小児用肺炎球
菌、子宮頸（けい）がん、高齢者肺炎球菌）
（2） がん検診の実施
・国保加入者の検診料（自己負担分）1/2助成
・女性特有（乳がん、子宮がん）のがん検診の
実施
（3） 町立診療所の充実
・診療所の改修事業 （身障用スロープ歩道等）
・外来患者無料送迎の実施
（4） 院外薬局との連携強化
（5） 疾病予防対策及び健康教育事業の充実
（6） 子ども発達支援センターの改築事業（1年目/2年）
（7） 乳幼児等医療費助成事業の中学生（入院）まで拡大
（8） 各種福祉サービスの申請手続の簡素化
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・福祉医療更新手続（重度、ひとり親、乳幼児）
（9） 障害児地域育成特別支援事業
（10） 自殺予防ひきこもり対策事業
（11） 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
（12） ふれあいの郷連携支援
（13） 共生型サロン運営事業
・地域サロン及び地域食堂事業
・障がい者総合支援事業
（14） 不妊治療費助成事業
（15） 妊婦一般健康診査の継続実施（14回）
（16） 東川町高齢者福祉施設等整備事業
（17） 高齢者日常生活用具給付等事業の継続実施
・高齢者安全バーナーセンサー付ガスコンロの更
新
・徘徊情報検索機器導入助成
（18） 高齢者緊急通報装置設置事業の継続実施
（19） 高齢者・障害者等相談支援体制の充実強化
（20） サービス付高齢者住宅等入居費助成事業
（21） 介護予防事業・包括的支援事業の充実
・各地区自治振興会及び各単位老人クラブでの介
護予防事業等生きがい対策事業
（22） 在宅福祉事業の拡充（生活支援ヘルパー派遣事業、
除雪サービス事業、配食サービス事業、外出支援事
業、移送サービス事業、あんしん電話設置事業）
（23） 福祉給付金の継続実施
（24） 地域福祉推進本部事業の推進（ボランティア活動の
充実）
・高齢者宅等救急医療情報シート配付事業
・要援護者みまもり事業等
・災害時要援護者支援体制の整備
（25） 買い物弱者支援事業（生活福祉事業）
・移動販売支援及び見守り事業
（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
（28） じん芥処理収集業務の充実
・農家地区の収集方法の個別収集継続
（29） 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継続
（30） 地下水調査事業
（31） 飲料水供給施設整備事業の推進
（32） おいしい水確保支援事業の推進
（33） 老人保健センター大規模改修事業
（34） 第3分団施設整備事業
（35） 消防ポンプ自動車整備事業
（36） 重点分野雇用創造事業
・大雪東川エコツーリズム事業
・観光地活性化、地域産業連携コーディネート事
業

３、人と自然が共生するまちづくり
（1） 社会資本総合交付金事業の推進
【活力創出基盤整備事業】
・西10号道路改良事業
・西５号道路改良事業
・西３号道路改良事業
・道道旭川旭岳温泉防犯灯設置事業
・橋梁長寿命化修繕計画策定事業
【下水道事業】
・西部処理区管渠新設事業
【市街地整備事業】
・沿道植栽事業
【まちづくり交付金事業】
・地域交流センター建設事業（継続事業）
・交流広場整備事業

・南４条道路新設事業
・西２号西２丁目道路新設事業
・西３号南２丁目道路新設事業
・西２号道路歩道新設事業
・西３号南３条道路歩道新設事業
・グリーンヴィレッジ遊歩道緑化施設整備事業
・公園３丁目道路新設事業
【地域住宅支援事業】
・清流団地整備事業（建替事業/繰越明許事業）
・住生活基本計画策定（第２期）
・公営住宅等ストック総合改善事業
（西８号団地／居住性向上型内部改修工事）
・民間住宅施策の推進
（景観住宅建築支援事業／住宅太陽光発電シ
ステム設置補助事業／既存住宅耐震改修補
助事業）
（2） 道路新設改良事業の推進
・第３地区道路新設事業
・上岐登牛道路改良
（3） 公園整備事業の推進
・第３地区小公園整備事業
（4） 定住促進住宅建設事業
（5） 市街地地区地籍調査事業
（6） グリーンヴィレッジ団地第３期宅地造成事業（土地
開発公社事業）
（7） 除雪車購入（0.5立方メートル級）
（8） 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

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の実施
（2） 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
（3） ひがしかわサラダ産地拡大推進事業の実施
（4） 体験農園整備事業の実施
（5） 乗用型防除機整備事業の実施
（6） 中山間地域等直接支払事業の推進
（7） 農地水環境保全向上対策事業の推進
（8） 国営造成施設管理体制整備促進事業の推進
（9） 農道保全対策事業
（10） 地域水田農業再編緊急整備事業の推進
（11） 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業
・林業体験施設整備事業
（12） 森林整備地域活動支援対策事業の推進
（13） 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
（14） 生産林道開設事業の推進
（15） 町有林造成事業の推進
・絆の森整備事業
・育成単層林整備事業
・基金間伐事業
・げんきの森植栽事業
・開拓100年記念の森公園整理事業
（16） 旭岳地区飲用水水源調査の実施
（17） 特産品開発事業の実施
（18） 企業等に対する支援事業の推進
・産業振興支援条例の活用
（19） 東川小学校跡地利用検討事業の推進
（20） 道草館周辺整備事業の実施
（21） 山岳自然公園の拠点づくり計画の検討
（22） 自然体験型観光の推進
（23） 国際観光誘致事業の推進
（24） 観光・物産キャンペーン事業の実施

（25） 旭岳クロスカントリーコース等整備事業の推進
・木橋整備
・照明灯整備（実施設計）
（26） 旭岳青少年野営場改修事業の推進
・旭岳青少年野営場改修実施設計
（27） 天人峡羽衣の滝見晴台整備事業
（28） キトウシ家族旅行村施設整備事業の推進
・クロスカントリーコース実施設計
（29） キャンモアスキーリフト修繕事業
（30） 写真の町を通じたフィルムコミッションの推進
（31） 交流体験施設（第三地区）の有効活用
（32） 写真の町 東川賞 の授賞と東川賞の充実
（33） 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
（34） 「写真の町」事業の推進
・遊休施設の有効活用
（35） 「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
（36） 交流人口拡大の積極的な推進
・撮影ツアー誘致
（37） 写真を通じた国際交流の推進

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） 自律する町の地域組織の再編や地域づくりの継続検
討
（3） 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
（4） 補助金交付団体の自立化の推進
（5） 地域自治振興会と行政区のあり方の検討
（6） 地域情報通信基盤事業（光ファイバー網等）
（7） 防災行政デジタル無線整備事業（新規、繰越明許事
業）
（8） 東川版ＳＮＳひがしかわワッっ‼ のリニューアル
（9） 「内閣官房地域活性化総合事務局」との人事交流の
実施
（10） 上川広域滞納整理機構との連携
（11） 国際交流事業等の推進
・ラトビア・日本文化交流ジャズコンサート事業
・ラトビア・ルーイエナ町訪問団派遣事業
・日本語研修生（韓国、台湾、中国）招聘事業
・韓国・ヨンウォル郡訪問団派遣事業
・韓国・ヨンウォル郡サッカー少年団招聘事業
・外国地方公務員招聘研修プログラムへの参加
・職員海外語学派遣研修事業（カナダ・韓国・中
国）の実施
（12） 国際交流員（ＣＩＲ）の配置
（13） 上川中部定住自立圏への参画
（14） 「写真の町」ひがしかわ株主事業の継続実施
（15） 旅券発給業務（パスポート）の継続実施
（16） 移住定住ブックの制作と普及
（17） 東川町合宿の里推進協議会への支援
（18） 東川町紹介冊子購入事業
（19） 東川の日本一・北海道一選定事業
（20） 全国小さくても輝く自治体フォーラムの開催
（21） 東川町防災計画の見直し及び策定
（22） 開拓120年記念事業の準備
（23） 新しい「プライムタウンづくり計画」の策定
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