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令和３年度各会計予算に対する

執 行 方 針 と 主 要 施 策 に つ い て 

□はじめに 

令和３年度各会計予算案の審議にあたり、その概要と町

政運営の基本方針並びに主要施策について、私の所信を申

し上げます。 

私は平成２７年の町長就任以来、第５期大樹町総合計画

の理念である「活力とやすらぎあふれるまちづくり」の実

現や、国が掲げる地方創生の推進に向けて、町政を進めて

まいりました。 

この間、多くの皆さまから寄せられましたまちづくりに

対する熱い思いと期待を真摯に受け止め、職員とともに知

恵を絞り、実現させることが私の最大の使命と考えて施策

を講じてまいりました。 

今回ご提案申し上げる新年度予算案につきましては、こ

れまでと同様に皆さまの声を形に変えていくことに全力で

取り組んでまいる内容となっているものと思っております

ので、引き続き議員並びに住民の皆さまのご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。
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□基本認識 

日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、

依然として厳しい状況にありますが、持ち直しの動きがみ

られております。先行きについては、感染拡大の防止策を

講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていく中で、

各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動

きが続くことが期待されております。 

また、国は、活力ある地方を創るべく、中小企業の生産

性向上や最低賃金の全国的な引上げに取り組むとともに、

観光や農林水産業の振興、地域公共交通の活性化などによ

り、地方の所得を増やし、地方を活性化するとしておりま

す。 

このような中、国の令和３年度予算案においては、感染

拡大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、ポストコロナ

の新しい社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化の取

組みを推進していくとされております。一方、大樹町の社

会経済情勢を見ますと、人口減少や少子高齢化が続いてお

り、基幹産業である農業は堅調なものの、水産業の不振が

長く続いているほか、長期にわたる行動自粛により、飲食
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店をはじめとする商工業が、大きな打撃を受けております。 

また、道路や上下水道といった公共施設など、生活環境

基盤の老朽化や災害対策、子ども・子育て支援対策や福祉

の充実など、安全・安心な住民生活を支えるための喫緊の

課題も山積しておりますので、限られた予算の効率的な配

分と執行、持続性の高い財政運営を念頭に、町政の執行に

取り組んでいく所存であります。 
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□令和３年度の予算編成方針 

国の予算編成においては、医療提供体制の強化・検査体

制の確保をはじめとする新型コロナウイルス感染症の拡大

防止策とともに、成長力強化のためのデジタル改革・グリ

ーン社会の実現や、生産性向上と継続的な賃金底上げによ

る好循環の実現、安全・安心に向けた子どもを産み育てら

れる環境づくりなど、重要な政策課題への対応に必要な予

算措置を講じ、財政健全化への着実な取組を進めつつ、メ

リハリの効いた予算編成を目指すとしております。 

地方財政については、「令和３年度の地方財政の見通し・

予算編成上の留意事項等」の中で、「我が国経済は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況

にあるが、持ち直しの動きがみられる。」との見方を示して

おり、令和３年度の地方一般財源総額については、令和２

年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水

準を確保することを基本として地方財政対策を講ずること

とされております。 

しかし、自主財源基盤の脆弱な地方公共団体にとって、

社会保障の充実や経済と雇用の裾野を広げる産業の育成、
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安全・安心な住民生活の提供に要する財源の不足は、解消

されるに至っておりません。 

第５期大樹町総合計画に掲げるまちづくりの具現化や、

「大樹町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく地方

創生を着実に推進するためには、住民の皆さまとの対話の

拡大と、より透明性の高い行政運営、将来を見据えた効率

的な施策の構築、機動性と持続性の高い財政運営が不可欠

と考えておりますので、これらの視点に基づき、予算編成

を進めてまいりました。 

この結果、 

一般会計及び７特別会計予算の総額は、 

１３８億３，７５０万円 

（対前年比２６億５，２５０万円、２３.７％増） 

一般会計は、 

９５億３００万円 

（対前年比２５億８００万円、３５.９％増） 

特別会計は、 

４３億３，４５０万円 
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（対前年比 １億４，４５０万円、３.４％増） 

となりました。 

一般会計歳入予算については、 

一般財源 

５０億９，１７１万８千円（構成比 ５３.６％） 

特定財源 

４４億１，１２８万２千円（構成比 ４６.４％） 

であります。 

町税につきましては、令和２年度の収納状況などを勘案

し、町民税は減額、固定資産税は、課税実績等により、増

額で計上しております。 

地方交付税につきましては、普通交付税が２，０００万

円の減、特別交付税は２,０００万円の増で計上しているこ

とから、地方交付税全体では、前年同額としております。 

国庫支出金につきましては、新型コロナワクチン接種費

負担金、保育所等整備交付金等により、約１億７，２００

万円の増で計上いたしました。 

道支出金につきましては、認定こども園施設整備交付金
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などにより、約２，１００万円の増で計上致しました。 

財産収入につきましては、町有林の処分が前年度より減

る見込みであることから、約６００万円の減で計上いたし

ました。 

繰入金につきましては、庁舎建設事業等による財源不足

により、財政調整基金から５億２，０００万円を繰り入れ

る他、各事業に対する財源確保により前年に比べ、約３億

１，２００万円の増となっております。 

町債につきましては、役場庁舎建設に係る公共施設等適

正管理推進事業債に１１億４，０６０万円を計上したこと

等により、前年に比べ、１７億８，７５０万円の増となっ

ております。 

歳出では、スマート街区構築事業に３億３，１２０万円、

生花行政区会館新築工事で約８，３００万円、新庁舎建設

工事関係事業で約１９億５，６００万円、法人認定こども

園建設事業で８億３，１６０万円等を計上した結果、普通

建設事業費が前年に比べて約２４億３，４００万円の増と

なっております。
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□令和３年度の主要施策 

次に、予算編成方針に基づき、令和３年度予算に計上し

た事業の主なものにつきまして、総合計画の５つの基本目

標に沿って、順次ご説明申し上げます。 

◆第１は「人と自然にやさしいまちづくり」です。 

道路につきましては、適切な維持管理とともに、町道改

良舗装工事と次年度以降に整備予定の路線の調査設計を行

い、生活環境基盤の計画的な整備を進めてまいります。 

橋梁の長寿命化事業につきましては、紋進橋の補修工事

を昨年に引き続き行う他、５年毎に実施が義務付けられて

いる橋梁点検を行ってまいります。 

エネルギーの自給・地域循環を促進するため、木質バイ

オマスと太陽光発電等を活用したスマート街区構築事業に

取り組んでおりますが、最終年となる今年度は、自営線工

事や熱導管工事など本体工事に着手してまいります。 

高齢者などの通院や買物支援、社会参加の機会拡大が図

られるよう、昨年に引き続きコミュニティバスの実証運行
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を実施し、持続可能で利便性の高い公共交通ネットワーク

の構築に向けて検討を進めてまいります。 

情報通信につきましては、繰越明許費事業で国の高度無

線環境整備推進事業により、農村部など郊外全域に光ファ

イバの整備を進め、ＩＣＴ技術を活用した地域活性化に繋

げてまいります。 

役場庁舎の改築につきましては、令和２年度に地中熱設

備の採熱管埋設工事がほぼ終わっており、今年度は建築主

体を中心に、令和４年１月の完成を目指し本格的な工事を

行います。 

町営住宅の建替えにつきましては、日方団地１棟の建設

を行い、既存の町営住宅につきましては、屋根の張替えや

塗装などを実施し、適切な維持管理に努めてまいります。 

住宅リフォーム支援事業により、個人の住宅の長寿命化、

省エネルギーの推進や住環境の向上、町内業者の受注によ

る地域経済の活性化を図ってまいります。 

また、大樹でかなえるマイホーム支援事業により、住宅

新築等の費用の一部を補助し、移住及び定住の促進と住み
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よい住環境づくりを推進してまいります。 

震災に強いまちづくりを推進するため、戸建て住宅に対

する耐震診断と耐震改修支援制度を継続してまいります。 

今後の公営住宅の役割や状況を把握し、住宅施策の支援

事業についても合わせて公営住宅等長寿命化計画及び住生

活基本計画の中で検討し、本年度中に計画を策定いたしま

す。 

交通事故防止や防犯などの地域安全対策につきましては、

広尾警察署などの関係団体と連携し、広報活動や街頭指導

などによる各種啓発運動に努めてまいります。 

大樹消防団は、近年全国的に発生している自然災害等を

踏まえ、地域防災体制の充実強化を図ってまいります。 

また、本年は広域的な災害対応として南十勝合同訓練を

実施し、これまで以上に管内他消防団との連携を図りなが

ら、より一層の技術強化を高めてまいります。 

防災対策につきましては、デジタル化に移行する防災行

政無線により、本年度から安定した情報提供に努めるほか、

避難所に配備する備蓄品の整備を行うとともに、引き続き
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防災意識を高める地域活動への支援や避難訓練を実施して

まいります。 

◆第２は、「安心と支えあいのまちづくり」です。 

町民一人ひとりが、健やかに安心して暮らすためには、

心身の健康が第一です。 

保健の推進につきましては、生活習慣病の発症・重症化

予防を重点課題に掲げ、各種健診・保健事業を推進し、健

康寿命の延伸を図ってまいります。 

本年度から産後ケア事業を実施し、出産後に心身の不調の

ある産婦の居宅を助産師が訪問し、心身のケアや育児のサ

ポートを行い、産後も安心して子育てができるように支援

してまいります。 

感染症の予防につきましては、新型コロナウイルスワクチ

ン接種に係る費用を計上し、町立病院を始めとした医療機

関や関係機関と連携を図りながら、万全を期してまいりま

す。 

高齢者施策につきましては、高齢者一人ひとりが住み慣
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れた地域で安心して暮らせるよう、社会福祉協議会や町内

会、ボランティアなど、関係する団体との連携を図り、互

いに支え合う福祉のまちづくりを推進してまいります。 

介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、地域

ふれあいサポーターによる日常生活援助の仕組みの構築や、

介護予防のための「ふまねっとクラブ」、「吹き矢クラブ」、

「健康マージャン教室」、「音楽体操教室」など、社会福祉

協議会が中心となり、取り組んでいるこれらの事業を支援

してまいります。 

子育て支援につきましては、社会福祉法人が進めている

認定こども園の改築に向けて、今年度は建設工事が予定さ

れていますので、建設工事費用を支援してまいります。 

また本年度、新生児の出生にあたって、赤ちゃん誕生祝

金を支給し、子どもの健やかな成長を応援するとともに、

子育て家庭の支援を行ってまいります。 

医療給付事業につきましては、心身障害者、ひとり親家

庭、乳幼児及び児童の医療費助成を継続してまいります。 

◆第３は「夢を育み学びの意欲を高めるまちづくり」です。 
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大樹町総合教育会議における協議などを通して、教育委

員会と十分に意思疎通を図るとともに、教育問題などを共

有し、大樹町教育大綱の推進を図ってまいります。 

児童数減少に伴う学級数の維持対策として、新たに大樹

小学校に町費負担教員を配置し、学級数維持の取組みを進

めるとともに、社会体育関係では、町民プールの改築に向

けた実施設計費の予算を計上いたしました。 

大樹高等学校は、生徒はもちろん、保護者や住民、地域

社会にとっても大切な存在であることから、２間口復活に

向けて、引き続き高校や教育委員会、関係団体などと連携

し、学校の魅力を一層高める取組みなどに対し、必要な支

援を行ってまいります。 

◆第４は「資源を豊かさにつなげるまちづくり」です。 

地域経済を支える産業の育成と振興につきましては、基

幹産業である農林水産業の、生産基盤整備を継続して進め

るとともに、農・畜・水産物の付加価値や生産効率の向上、

資源の維持確保に向けた取組みを進めてまいります。 

農地基盤整備につきましては、畜産担い手育成総合整備
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事業による草地整備を進めるとともに、小規模な明渠・暗

渠排水路の整備、心土破砕などを支援していくほか、担い

手への農地の集積・集約化を進め、農業経営の合理化を図

ってまいります。 

大樹集落につきましては、農用地・水路・農道等の地域

資源の保全管理に取組み、農村の有する多面的機能の発揮

を図ってまいります。 

農産振興につきましては、小麦縞萎縮病対策支援事業に

より、土壌感染対策を講じることで、小麦の安定的な生産

の維持を支援してまいります。 

畜産振興につきましては、優良黒毛和種採卵流通事業な

どにより、後継牛確保を主として、生産体制の強化を支援

してまいります。 

鳥獣被害対策につきましては、電牧柵などの農作物被害

防止施設への助成と、有害鳥獣被害対策実施隊の巡回を継

続して実施するとともに、ＩＣＴを活用した効率的な対策

を進めてまいります。 

林業につきましては、森林資源の循環利用と林業の再生
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が促進されていくことが重要であり、下刈や間伐等の森林

整備事業や木材利用の促進、森林が持つ多面的機能の普及

啓発などの他、森林環境譲与税を活用した振興対策を実施

してまいります。 

水産業につきましては、国や道などの関係機関と連携し

ながら漁港施設整備を進めており、老朽化した施設等の整

備に伴う地元負担金を計上しております。 

大宗漁業のサケ定置網漁業の不漁が続いていることから、

大樹漁協が実施する資源管理や経営改善に資する取組みに

対し、継続して支援するとともに、新たにサクラマス養殖

の事業化に向けた取組みに対し、支援してまいります。 

商工業は、住民の暮らしや地域の雇用を支える大きな役

割を担っています。 

人口減少、後継者不足などにより厳しい経営環境に置か

れている商工業者を支援するため、引き続き中小企業特別

融資と公庫資金貸付金の利子補給を実施いたします。 

商店街の活性化や雇用の促進を図るため、起業家等支援

事業や地場産業振興奨励事業により、空き店舗の活用や魅
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力ある商店街づくり、地場産品の高度利用や販路拡大に取

り組む事業者を支援してまいります。 

観光振興につきましては、地域おこし協力隊の活用を図

りながら、本町の特色を生かした自然体験型観光コンテン

ツの充実に向けた取り組みを進めてまいります。 

晩成温泉は、泉質が良く利用者が増加しているところで

すが、開設以来４０年以上が経過し、施設の老朽化が進ん

でおりますので、今後の施設の在り方について検討してま

いります。 

ふるさと納税は、自主財源の確保だけでなく、町の特産

品のＰＲを図る絶好の機会でありますので、新たなポータ

ルサイトを追加するとともに、宣伝方法や返礼品などを創

意工夫しながら、多くの方に協力いただけるよう取り組ん

でまいります。 

消費者行政につきましては、消費生活相談や広報活動の

実施、関係機関との連携強化など、引き続き消費者の保護

と被害防止に努めてまいります。 
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◆第５は、「交流と協働で進めるまちづくり」です。 

コミュニティ活動の推進につきましては、避難所施設に

も指定している生花研修センターの老朽化が進んでいるた

め、建替えを行います。生花郵便局が３月末をもって閉局

となることから、簡易郵便局の開設により地域の利便性を

確保してまいります。 

地域間交流につきましては、姉妹都市相馬市や友好都市

群馬県吉岡町、国内７市町で構成する銀河連邦、災害協定

締結都市栃木県大田原市、友好交流都市台湾高雄市大樹區

など、今まで培ってきた人や地域との信頼と友好を一層深

めてまいります。 

移住・定住の促進につきましては、テレワークなど都市

部の方が当町で働ける環境整備について検討を進めるとと

もに、お試し暮らし住宅、ワーキングステイ住宅を活用し、

移住・定住の仕組みづくりに取り組んでまいります。 

航空宇宙の取組みにつきましては、引き続きＪＡＸＡや

民間企業、大学等の実験を呼び込み、支援するとともに、

訪れる方々の満足度の向上を図るため、宇宙交流センター

「ＳＯＲＡ」に説明員を配置します。 
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航空宇宙に関する道内外の機運を高めるため、地域の団

体等と連携し、十勝管内で航空宇宙に関するセミナーやト

ークセッションなどを行う「北海道宇宙サミット（仮称）」

を開催するなど、航空宇宙に関する大樹町の取組を道内外

に広く発信してまいります。 

また、「北海道スペースポート」の実現に向け、民間のポ

ータルサイトを活用するなど、広く民間企業及び個人の皆

様から、ふるさと納税等による寄附を募ってまいります。 
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次に、特別会計について申し上げます。 

国民健康保険事業会計では、 

歳入歳出 ７億５０万円（対前年比 ４.１％増） 

国民健康保険制度は、制度の安定化を図るため都道府県

単位化され、平成３０年度より北海道が財政運営の責任主

体となっております。 

本町の主な役割は、保険税の賦課・徴収、納付金の北海

道への納付、資格の管理、医療給付の決定・支給、きめ細

かい保健事業などとなりますので、所要の予算を計上いた

しました。 

都道府県単位化に伴い、国民健康保険事業会計の赤字解

消が求められておりますが、段階的に解消を図ることとし

て、納付金に対する一般会計からの繰入金を計上しており

ます。 

保健事業ではデータヘルス計画を推進し、引き続き健康

寿命の延伸と、医療費の抑制に取り組んでまいります。 
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後期高齢者医療会計では、 

歳入歳出 ９,９００万円（対前年比 ２.８％増） 

後期高齢者医療では、引き続き保険料の徴収や届出の受

付け、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を担うことにな

りますので、事業運営のための予算を計上いたしました。 

 

介護保険会計では、 

歳入歳出 ７億２，５１０万円（対前年比３.２％増） 

団塊の世代の多くが７５歳以上になる２０２５年までに、

要支援・要介護認定者を含め、支援や介護を必要とする高

齢者が増加し続けると予測されています。また、ひとり暮

らしや高齢者のみの世帯も増加していくことから、このよ

うな方々を地域で支える仕組みづくりが急務となっていま

す。 

令和３年度から始まる第８期大樹町高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画では、生きがい対策の充実、介護予

防・健康づくり・地域支援体制の充実、高齢者にやさしい

住生活環境づくり、在宅医療・介護連携の推進、認知症対

策・権利擁護の推進、地域支えあいネットワークの構築、
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サービスの質の向上、福祉・介護人材の確保及び育成、介

護給付の円滑な運営の８つの目標を掲げ、支援や介護が必

要な高齢者の方が住み慣れた地域での生活が可能となる地

域包括ケアシステムの構築を推進します。 

目標の一つである「地域支え合いネットワークの構築」

のために開始した地域ふれあいサポート事業は有償ボラン

ティアによる住民主体の活動ですが、引き続き積極的な周

知に努めるとともに、サポーター養成を行い、町内におけ

る福祉活動の幅を広げていきたいと考えております。さら

に個人、団体におけるボランティア活動の活性化を図るた

め、社会福祉協議会や行政区、関係機関と連携し、高齢者

自身が様々なボランティア活動に参加することで、生きが

いを感じられる生活ができるように取り組んでまいります。 

認知症対策としては、成人、高齢者と併せて若年層も対

象とした認知症サポーター養成講座を開催することにより、

認知症への理解を深めるとともに、正しい知識の普及を行

い、認知症の方や家族を地域全体で支える体制づくりに取

り組みます。また、認知症の方を日常的に地域で見守り、

行方不明となった際に早期発見・保護することを目的とし

た徘徊高齢者等ＳＯＳネットワークシステムを、継続して
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実施してまいります。 

 

介護サービス事業会計では、 

歳入歳出 ４億４９０万円（対前年比 ７.５％減） 

高齢者の介護や自立した生活の支援に必要なサービスを

提供するため、特別養護老人ホーム、デイサービスセンタ

ーで行う介護サービス事業の適切な運営に努めてまいりま

す。 

利用者の意向を十分に尊重し、利用者が明るく豊かな生

活を継続できるよう、また、新型コロナウイルスの施設内

感染防止対策を徹底し、利用者の安全を守り、サービスの

提供を継続できるよう職員一丸となって取り組んでまいり

ます。 
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水道事業会計では、 

収益的収支の予定額 ５億１，３９９万円 

資本的収支の予定額 ２億５，６１１万円 

合   計   額 ７億７，０１０万円 

（対前年比６.１％減） 

市街地の配水管布設工事２カ所を下水道未普及地区解消

工事と合わせて実施するほか、生花・晩成方面の配水管及

び送水管の調査設計と、工事に係る地元負担金を計上いた

しました。 

継続事業では、坂下・住吉浄水場の長期耐用に向けた維

持補修及び計装設備等の更新工事、検定満期のメータ器の

更新工事、老朽化した消火栓の更新工事などを実施いたし

ます。 

水道料金の見直しにつきましては、本年度の改定に向け、

本年度検討を行いたいと考えております。 

今後も、住民の皆さまに安心してお使いいただけるよう、

清浄な水を安定供給するとともに、事業の健全な経営に努

めてまいります。 
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町立国民健康保険病院事業会計では、 

収益的収支の予定額 １１億  ６９６万円 

資本的収支の予定額    ４,７９４万円 

合   計   額 １１億５,４９０万円 

（対前年比０.７％増） 

地域医療の中核を担う町立病院の役割は、住民の皆さま

の健康と生命を守る上で大変重要であり、町づくりの根幹

であると認識しております。 

地方の自治体病院を取り巻く環境は、依然として経営状

況の悪化や医師不足などのほか、新型コロナウイルス感染

症の流行により大変厳しい状況ではありますが、町立病院

では、常勤医５名、嘱託医１名により、引続き医療提供体

制の充実に努めてまいります。 

住民ニーズに沿った医療を提供するため、医療スタッフ

の安定的な確保に努め、住民の皆さまの身近な病院として、

安心して医療が受けられるよう、医療サービスの向上に取

り組んでまいります。 
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下水道事業会計では、 

 収益的収支の予定額 ３億１６５万円 

資本的収支の予定額 １億７，８３５万円 

合   計   額 ４億８，０００万円 

（対前年比５２.９％増（公共下水道事業比）） 

本年度から、地方公営企業法における会計処理を適用し

たことに伴い、新たに減価償却費を予算計上したため、昨

年度までの特別会計に比べ、大幅な増額となっております。 

公共下水道施設の更新事業につきましては、施設全体の

長寿命化を図るため、令和元年度よりストックマネジメン

ト事業に着手し、本年度は下水終末処理場設備更新の実施

設計策定を行います。 

未普及地区解消につきましては、緑苑地区と本町地区の

一部について、下水道整備工事に着手します。 

公共下水道区域外の水洗化を普及促進するため、引き続

き個別排水処理事業を進めてまいります。 
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□おわりに 

以上、令和３年度の町政運営の基本方針と主要施策につ

いて申し上げましたが、地方財政を取り巻く環境は、今後

も厳しい状況が続くものと予想されます。 

地方創生を推進し、地域活力の維持・増進を図るために

は、健全で堅固な財政基盤が不可欠ですが、同時に、産業

の振興や雇用の場の創出、定住の促進、社会保障の充実、

安心・安全な住民生活の提供など、地域を取り巻く諸課題

に迅速かつ柔軟に対応していかなければなりません。 

議員並びに住民の皆さまからいただいた貴重なご意見を

真摯に受け止め、実施のための環境が整った施策について

は、適宜、町政に反映してまいりたいと考えております。 

私は、常に住民の目線に立ち、職員とともに知恵を絞り、

住民の皆さまにとって安心して暮らせるまちづくりを実現

するため、最善・最大の努力をしてまいる所存ですので、

皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、

本年度予算に対する趣旨説明とさせていただきます。 


