
令和元年度　産業振興部の運営方針と目標 産業振興部長　　長瀬　文敬

1．産業振興部の方針
①

②

③

２．産業振興部の体制・予算概要

①職員数（平成31年４月１日現在）

産業振興部職員数 正職員
嘱託職員
臨時職員

②予算規模（令和元年６月７日現在）

令和元年度予算総額 千円

３．産業振興部の目標
①

②

③

④

36人 26人
7人
3人

1,636,682

企業の経営安定化を図るとともに農と食による地域資源の活用を図ります。

農業経営の安定化と農業所得の向上を目指します。

観光振興及び国際交流の推進を図るとともに関係人口の増加を目指します。

地域人材の確保に向け、新卒者の就業と地元定着の促進を図ります。また、農商工連携を推進するため官民連携の強化
を図り、地域産業の発展と活性化を目指します。

農業者の所得向上のため、農家所得の確保と安定化を図り、農業経営の省力化や低コスト化を進めるとともに、地域農
業・農村社会の維持に努めます。

中心市街地に「（仮称）たきかわ観光国際交流スクエア」を開設し、交流人口の増加を図ります。また、外国人観光客の増
加に伴い外国語表記等の受入環境の整備を行うとともにホームページ、SNSにより魅力ある情報発信に取り組みます。

外国人人材の活用促進に向け、人材交流の基盤づくりを行います。

部　長

写　真



４．産業振興部の重点事業（各課別重点課題順）

① 事業名 産業振興事業 産業振興課 担当 山平・三戸部
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
各種設備投資における補助制度の情報提供や滝川市産業活性化協議会の助成金制度、たきかわ産業支援相談窓口などの活
用により、新分野進出、起業化、新商品の開発など取り組みに対して支援を行います。また、各種セミナーの開催や事業承継な
どを推進し、地域経済の成長発展を図ります。

目標
・成果

産業創出促進助成事業　　　相談10件　支援3件
TAKI-Biz相談窓口事業　　　相談20件
事業者セミナーの開催　　　年2回
市内事業者訪問　　　　　　　50件

② 事業名 商業振興事業 産業振興課 担当 山平・三戸部
市政執行方針
掲載の有無 ―

内容
まちゼミでの開催による各商店とお客との交流や店舗リノベーション支援事業により街なかの賑わいづくりを進める。また、㈱アニ
ムや中心市街地活性化協議会と連携し中心市街地に必要な機能の検討を実施します。

目標
・成果

店舗リノベーション支援事業　支援2件
まちゼミの開催　1回　
空き店舗、空きビル、遊休地などの利用方法について検討（調整）
街なかマルシェの開催　1回

③ 事業名 雇用確保対策事業 産業振興課 担当 山平・林
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
広域連携（中空知プロジェクト）により学卒者の地元定着の向上を目指した取り組みを進めるとともに、高齢者や女性の雇用拡大
への対策の検討を進めます。

目標
・成果

中空知プロジェクトの立上（5月末）
セミナーの開催　年1回
企業見学バスの開催　　年1回

④ 事業名 プレミアム付商品券事業 産業振興課 担当 山平・吉田
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
10月の消費税引き上げに伴い、低所得者・子育て世帯を対象に消費に与える影響を緩和するため、国庫補助事業でプレミアム
付商品券の販売を行う。

目標
・成果

事業実施本部立上げ（4月）
広報周知　3回
引換券の発送　9月
販売、利用開始　10月

⑤ 事業名 農商工連携事業 産業振興課 担当 壽崎・三並
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容

・地域で生産される農畜産物・加工品等の消費拡大や輸出を含めた販路拡大に努めるほか、地域産品を活用した商品開発など
農業者と商工業者が有機的な連携を図れるよう、国の農商工連携や6次産業化等事業の活用を推進するなどニーズに応じた支
援を行います。
・市場から求められる付加価値の高い農産物の産地形成や新たな産業づくりを推進するため、官民連携の強化を図り、地域産業
の発展と活性化に努めます。

目標
・成果

・農産品・加工品等の国内外の販路拡大に繋ぐため各種商談会等の情報提供及び出展支援等
・地域連携協定に基づく連携事業の実施
・農商工連携事業、6次産業化事業等における支援

⑥ 事業名 需要に応じた米生産と経営所得安定対策等の推進 農政課 担当 小林・岸上
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
本市の基幹作物である米について、滝川市農業再生協議会を実施主体として、関係機関と一体となって需要に応じた生産に取り
組むとともに、担い手農家が安定して経営を維持できるよう経営所得安定対策等を着実に実施します。

目標
・成果

稲作・畑作経営の安定化

⑦ 事業名 農業生産基盤の整備 農政課 担当 小谷・髙嶋
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
道営土地改良事業による農業生産基盤や基幹農業水利施設の整備を進めるとともに、関係機関と連携し地域ニーズに対応したＩ
ＣＴ技術の導入を進めます。

目標
・成果

・農業用用排水施設及び暗渠排水の改善による用水の安定的確保、農地の排水性改善などによる農作物の収量、品質の向上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ICT技術の導入による省力化、低コスト化

⑧ 事業名 多様な担い手の確保 農政課 担当 本所・髙嶋
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
地域の中心となる経営体である認定農業者、将来の本市農業の担い手となる農業後継者、新規就農者の育成・確保に努めま
す。

目標
・成果

認定農業者の経営支援、新規就農者の確保、農業後継者の育成、滝川農業塾活動の充実



⑨ 事業名 多面的機能支払交付金事業 農政課 担当 山下・小谷
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
農地、水路、農道の保全や維持管理などの農業・農村の維持・保全のための地域の共同活動について、対象となる農地面積に
応じて支援します。

目標
・成果

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮の継続と担い手の負担軽減及び育成

⑩ 事業名 たきかわ観光国際交流スクエア事業 観光国際課 担当
梅津・運上・鎌塚・川村・石
川・松倉・ラブ・レジナ・丹羽

市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
　国内外旅行者への市内外観光情報の発信・案内、多文化共生社会の推進、地域産品発掘・展示等の拠点として開設・運営しま
す。

目標
・成果

・市内外観光情報・イベント情報等の発信及び多文化共生促進にかかるイベント等の実施による利用の促進

⑪ 事業名 観光素材発掘・改善事業 観光国際課 担当 梅津・鎌塚・川村・石川・松倉
市政執行方針
掲載の有無 ―

内容
菜の花まつりやワイン×ワインFestaの内容充実に継続して取り組み、それぞれのイメージを確立するとともに、実行委員会を主
体とした運営体系をを作り上げ、さらなる集客向上に努め、北海道を代表するイベントに育てあげます。

目標
・成果

たきかわ菜の花まつり、ワイン×ワインフェスタなどと関連事業との連携により集客と経済への波及を図る。

⑫ 事業名 広域観光促進事業 観光国際課 担当 梅津・石川
市政執行方針
掲載の有無 ―

内容
　滝川砂川着地型観光推進協議会と連携して、外客の動向調査等により観光戦略を組み立て、体験型観光の推進や地域のおも
てなし力の向上等の取り組み、周辺地域の多様な観光資源を活かして滞留時間・交流人口の増加を目指します。

目標
・成果

・多様な観光資源を活かした情報提供、おもてなし力をもつ人材の発掘・育成

⑬ 事業名 観光交流情報収集・発信事業 観光国際課 担当
梅津・鎌塚・川村・石川・運

上・レジナ・ラブ・丹羽
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容 　JR滝川駅観光情報コーナー、ホームページやSNSでの情報発信を積極的に行い、国内外旅行客誘致に努める。

目標
・成果

・SNS、ホームページへのアクセス数の増加。観光情報コーナーの利用客の増加。
・SNSによる英語・中国語での情報発信に取り組み、外国人観光客の誘致を図る。
・海外(アジア)・国内プロモーションの実施

⑭ 事業名 スカイスポーツ振興事業 観光国際課 担当 日口・清水
市政執行方針
掲載の有無 －

内容

特色のある観光資源の一つであるスカイスポーツを生かし、滝川スカイスポーツ振興協会や圏域の体験事業者と協力して、体験
情報の発信を強化します。また、(公社)滝川スカイスポーツ振興協会や道内のスカイスポーツ団体、市内業者等と協力し、スカイ
スポーツイベント「サマースカイフェスタ2019」を開催するとともに、クラシックカーイベントの同時開催、ＪＲヘルシーウォーキングな
ど他のイベントとの連携により、市外からの誘客促進を図ります。

目標
・成果

・体験事業者との協力体制拡大による、情報発信の多様化などの発信力強化
・サマースカイフェスタ2019（クラシックカーイベントと同時開催）　来場者数10,000人

⑮ 事業名 多文化共生推進並びに外国人受入環境整備事業 観光国際課 担当 運上・ラブ・レジナ・丹羽
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容

外国人受入基盤となる滝川市情報やパンフレット等の多言語化並びに表示等の改善を行うと共に、多様な言語や文化背景を持
つ人々を理解し、共生できる社会を担う人材を育てる事業を一般社団法人滝川国際交流協会等と協働して行います。
１．語学講座【韓国語、英語、中国語】前期・後期
２．国際化講演会【年1～2回】
３．国際交流チャットタイム【年4回】
４．国際交流員による保育所、教育機関等訪問

目標
・成果

・市内における多言語表示等の整備検討
・多様な言語や文化背景を持つ方達に対応できる市民の増加
・外国語を使って情報発信や受入対応ができる人材の増加
・市民対象の外国人との交流会や外国文化理解セミナーなどを開催し、多文化共生の裾野を広げる。
・様々な外国人との交流による広い視野と多様な思考力を身につけた人材育成につなげる。
・受入を拡大するためにホームページ、FM、広報誌等で情報発信を行う。
・ソフトインフラの整備を図ることによる流動人口、定住人口の増加を目指す。
・多言語パンフレットの作成



⑯ 事業名 市民交流促進のための国際交流・国際協力事業 観光国際課 担当 運上・ラブ・レジナ・丹羽
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容

一般社団法人滝川国際交流協会等との協働により、以下の事業を実施します。
【１：国際交流関連事業】
１．世界の料理教室【参加者：20名×２回】
２．インターナショナルファンデー(夏・冬計２回)【参加者：150名】
３．HALLOWEEN　IN TAKIKAWA2019【参加者：100名】
４．ジュニア大使訪問団派遣事業【派遣予定人数：6名】
５．シンガポールスタディツアー【派遣予定人数：6名】
【２：国際協力関連事業】
１．JICA課題別研修「小規模農家のためのアグリビジネス振興（B）」コース研修員受入事業【６月中旬～７月下旬、受入予定人
数：12名】
２．JICAモザンビーク国別研修「農業技術促進を通じた農村開発セミナー」コース研修員受入事業【８月上旬～９月中旬、受入予
定人数：10名】
３．JICA草の根技術協力事業（地域提案型）モンゴル国ウブルハンガイ県【派遣予定人数：５月、６月、９月、１１月各３名(9月のみ
9名) 、受入予定人数：8月4名】

目標
・成果

・開発途上国からの研修員受入により、当市の高い農業技術力等を内外に示し、交流人口の増加につなげる。
・国際対応できる高い技術力と知識、人格を兼ね備えた人材の育成。
・諸外国の知識人との交流により、国際舞台で活躍できる質の高い人材の育成。
・多様な言語や文化背景を持つ方達に対応できる市民の増加。
・海外からの研修員受入と多様な言語や文化を受け入れることによる地域活性化

⑰ 事業名 外国人人材受入基盤整備事業 観光国際課 担当 運上・ソコ
市政執行方針
掲載の有無 ○

内容
　一般財団法人自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）が実施する「自治体職員協力交流事業」（LGOTP）と「語学指導等を行う外国青年招
致事業」（JETプログラム）を活用して、外国人人材が活躍できる人材交流基盤整備を行います。

目標
・成果

・自治体職員協力交流事業による技術研修員（農業：4名、建設：3名）の受入を行い、外国人材受入、交流基盤の整備を進める。



５．年間業務スケジュール

産業振興事業

産業支援・産業振興関連

（1）産業創出促進助成金 △審査会

募集（4/2-6/30）

（2）会議の運営 △総会 △第2回 △第3回 △第4回

（滝川市産業活性化協議会）

（3）TAKI-Biz事業 相談窓口 随時

（4）Biz Ｃafe(創業希望者セミナー) △第１回 △第3回

△第2回 △第4回

（5）市内事業者訪問 △市内事業訪問

商業振興事業

（1）店舗リノベーション事業 △募集開始

△第１次締切（4/27）→先行審査①（上限に達した場合、募集締切）

△募集締切（6/30）→審査

（2）まちゼミ △参加説明会

△参加店募集

　第8回まちゼミ（９月下旬～10月下旬）

△結果報告会

（3）空き店舗等の利用検討 △随時、空き店舗/空きビル所有者、利害関係者等との調整

△関係所管との調整（課題点の確認）

（4）街なかマルシェ

開催内容に検討、準備

△開催

（1）中空知プロジェクト △担当市町打合せ △担当市町打合せ △担当市町打合せ

△協議会立上げ △就職支援セミナー

△中空知合同企業説明会 △企業見学バスツアー

（2）高齢者、女性就業 △就業対策の検討

△本部立上げ △購入引換券発送

△本部会議

△購入券販売（10/１～2/28）

△利用期間（10/1～3/31）

雇用確保対策事業

プレミアム付商品券事業

事業・業務名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備　　考



農商工連携事業

（1）商談会等の情報提供 ○販路拡大等支援（随時）

及び出展支援等 △北海道産品取引商談会 △SMTS2020

△FOOD EXPO 北海道

（2）地域連携協定事業 ○生薬栽培拡大支援（随時）

△地域清掃活動 △生薬栽培圃場公開

△生薬栽培市民PR事業

〇ワイン用ブドウ栽培にかかる事業支援（随時）

（3）事業者及び農業者支援 ○事業者支援等（随時）

普及推進活動

△ 作付現地確認 △ 生産調整受付

△産地交付金説明会 水田・畑作部会

△再生協議会総会 △ △

水田・畑作部会

農業生産基盤の整備 北海道で調査設計及び工事発注、土地改良区などとの連絡調整

負担金把握、事業計画決定及び計画変更手続き

北海道で計画樹立調査委託発注

事業計画決定事前手続き、事業開始手続き資料作成及び概要公告などの事業開始手続き

調査設計の負担金調定等、補助金交付申請手続及び完了手続き

滝川市ICT農業利活用協議会によるICT技術普及推進

次世代につなぐ営農確立推進事業の実施

多様な担い手の確保 農業次世代人材投資事業申請・フォローアップ

研修受入体制の調査・検討

△新規就農フェア参加（札幌） △新農業人フェア参加（札幌）

△新農業人フェア参加（東京）

滝川農業塾基礎研修・ステップアップ研修 新規就農者激励会△

  △農業塾修了式

△農業塾入塾式・中間報告会 △第9期生募集

法人化相談受付・情報提供

多面的機能支払交付金事業 △事業計画の認定申請 △協定面積調査 実績報告提出△

△交付申請書提出

△交付金支払 △交付金支払 交付金支払△

活動状況の確認

次期活動計画策定の指導

たきかわ観光国際交流スクエア事業 △開設 事業本稼働４月

（1）菜の花観光関連事業 △調整 △菜の花まつり開催 △次年度に向けた検討

（2）ワイン関連事業 △ワイン×ワインＦｅｓｔａ開催

（３）丸加高原活用検討

観光素材発掘・改善事業

事業・業務名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備　　考

需要に応じた米生産と経営所得安
定対策等の推進



広域観光促進事業 滝川砂川着地型観光推進協議会の支援

イベント、物産、観光ＰＲ事業

観光交流情報収集・発信事業

観光情報コーナーの企画・運営

SNS・ホームページによる情報提供

△記者発表会 △商談会

スカイスポーツ振興事業

△スカイスポーツネットワーク拡大による広域連携・情報発信強化・誘客推進

△サマースカイフェスタ準備・調整

  △サマースカイフェスタ2019開催（7/28）

△次年度イベントの企画検討

△語学講座

△国際化講演会

△ウィンターファンデー

△国際交流チャットタイム(年４回)

市民交流促進のための国際交流・国際協力事業

（1）国際交流事業 △世界の料理教室 △世界の料理教室

△インターナショナルファンデー

△ウィンターファンデー

△HALLOWEEN　IN TAKIKAWA

△ジュニア大使訪問団派遣事業

△シンガポールスタディーツアー

（2）国際協力事業 ▲JICA課題別研修「小規模農家のためのアグリビジネス振興（B）」受入

▲JICAモザンビーク国別研修「農業技術促進を通じた農村開発セミナー」受入

JICA草の根技術協力事業（地域提案型）モンゴル国ウブルハンガイ県

▲派遣 ▲派遣 ▲派遣

△受入

▲自治体職員協力交流事業(LGOTP)受入

外国人人材受入基盤整備事業

LGOTP技術研修員の受入

事業・業務名 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備　　考

多文化共生推進並びに外国人受入
環境整備事業


