
令和２年度　産業振興部の運営方針と目標 産業振興部長　 鎌田　清孝

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（令和２年４月１日現在）

①職員数

産業振興部職員数 正職員
会計年度任用職員

②予算規模

令和２年度産業振興部予算総額 千円

３．産業振興部の令和２年度の目標
①

②

③

④

40人

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。

部　長

写　真

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。

27人
13人

1,321,325

地域人材の確保に向け、新卒者の就業と地元定着を促進するとともに、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、農業収入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。

たきかわ観光国際スクエアをグランドオープンし、観光案内所としてのインフォメーション機能を充実させ積極的な情報収
集・発信を行い、減少した関係人口の増加と観光客入込数の回復に努めます。

外国人人材の活用促進に向け、既存の外国人材支援と、新たな人材受入の基盤づくりに努めます。



４．産業振興部の重点事業（各課別重点課題順）

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ＩＣＴ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、低コスト化の推進

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

⑦ 事業名 農業生産基盤の整備 農政課 担当 塩入・髙嶋
市政執行方
針掲載の有
無

○

稲作・畑作経営の安定化

内容

・ブドウや薬用作物の栽培など農業分野への進出企業や、農畜産物・加工品の販路拡大や新商品開発などを行う事業者が円
滑に事業を展開できるよう支援を行い、官民連携による地域振興を図ります。また、市内への企業立地を促進し、新たな投資
の誘発や雇用創出に取り組みます。
・民間事業者の管理運営のもと新たにオープンした池の前水上公園キャンプ場を活用し、滝川ふれ愛の里や周辺施設との連
携を図りながら集客力の向上を目指します。

目標
・成果

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 二本柳
市政執行方
針掲載の有
無

○

・各企業、事業者に対して、ニーズに応じた支援を行う。
・企業誘致及び支援を通じ新たに創出した事業：1件

内容
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、産業振興・雇用創出・地域経済の活
性化につながる企業の新分野進出や、起業化などの取り組みに対して支援を行います。

目標
・成果

⑤ 事業名 企業連携事業 担当 土橋・三並・三戸部
市政執行方
針掲載の有
無

○

・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
・創業支援セミナーの開催：4回
・市内事業者訪問または聞き取り調査：50件

内容 ・指定区域における空き店舗等の活用を促進するため、店舗リノベーション支援事業を実施します。

目標
・成果

④ 事業名 産業振興事業 産業振興課 担当 土橋・三並・三戸部
市政執行方
針掲載の有
無

－

事業名 雇用確保対策事業 産業振興課 担当 山平・山下
市政執行方
針掲載の有
無

○

・店舗リノベーション支援事業　2件

内容
滝川市単独または広域連携により、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、外国人の技能実習や就
業を促進します。

目標
・成果

③ 事業名 商業振興事業 産業振興課 担当 山下
市政執行方
針掲載の有
無

－

① 事業名
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う産業支援事
業

産業振興課 担当 山平・吉田・山下
市政執行方
針掲載の有
無

－

内容
飲食店応援プレミアムチケットの発行について実行委員会を組織して取り組むほか、市内事業者を対象とした産業支援窓口を
開設します。

目標
・成果

・飲食店応援プレミアムチケットの販売促進のため、積極的に情報発信等に取り組みます。
・新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けた事業者の相談に応じ、支援制度等の情報を提供します。

・NAKASORAにこよう推進協議会の「採用支援セミナー」、「企業見学バスツアー」の開催
・中空知定住自立圏構想推進会議の「なかそらち合同企業説明会」の開催
・外国人の技能実習や就業に取り組むモデル事業所の支援に向けたセミナー開催
・市内就職の促進に向けた市内企業PR動画の作成

②



内容
地域産業の外国人材活用に向けたネットワークづくりと、これまで国際協力を行ってきたモンゴル国における人材育成のため、
建設分野の研修員を受け入れします。

目標
・成果

・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の変更が伴うことから、自治体国際化協会やモンゴル国ウブルハンガイ県との
方針調整を行い、今後の円滑な研修員受入と連携を図るための良好な関係を維持構築する。
・モンゴル国ウブルハンガイ県からの技能実習生第1陣の受入れをする。

内容
急速に増加している外国人技能実習生などが安心して生活し、地域産業における外国人材の定着が図られるよう、9月からベ
トナムからの国際交流員を配置し、在住者に対する生活支援や地域・企業への多文化理解促進の活動を行います。

目標
・成果

⑮ 事業名 自治体職員協力交流事業 観光国際課 担当 山本、ボロル、ソロンゴ
市政執行方
針掲載の有
無

〇

・外国人が、滝川市で生活するために必要な情報(行政、災害、地域等)の多言語化(英語、ベトナム語、中国語、モンゴル語等)
を進めます。
・外国人技能実習生への語学サポート10回
・企業、地域への多文化理解研修の開催　2回

内容
・新型コロナウイルス感染症収束後における外国人観光客受入環境を改めて見直すため、多言語情報の整備と情報発信に努
めます。

目標
・成果

⑭ 事業名 外国人材定着支援事業 観光国際課 担当 山本・ボロル・ベトナムCIR
市政執行方
針掲載の有
無

〇

・ホテル、道の駅、その他観光施設等に加え、ランドマークとなる施設の多言語情報再整備に向け、調査と見直しを進める。
・外国人受入環境を充足させ、多言語による情報発信を行い、来期に向けたむ外国人観光客数の回復を目指す。

内容
(一社)たきかわ観光協会と連携し、外客誘致による経済効果につながるイベント開催に向け、事業見直しと、開催支援を行いま
す。また、(一社)スカイスポーツ振興協会と連携し、グライダーの体験搭乗等による外客誘致を推進します。

目標
・成果

⑬ 事業名 外国人受入環境整備事業 観光国際課 担当 山本、ラブ、チェン
市政執行方
針掲載の有
無

－

・新型コロナウイルスの影響で中止したイベント事業(たきかわ菜の花まつり等)を改めて費用対効果を含めた検証をし、地域の経済効果につ
ながるイベントへの見直しを図る。
・今後開催予定である外客誘致型イベント(ワイン×ワインフェスタ等)やグライダー等体験観光について、感染症対策を踏まえた開催手法を検
討し、新型コロナウイルスの影響で減少した観光客入込数の回復を目指します。

内容
・滝川市及び道内観光の案内所として、インフォメーション機能充実と積極的な情報収集・発信を行います。
・国際交流の拠点施設としての活用を図り、積極的な情報収集と発信を行います。

目標
・成果

⑫ 事業名 外客誘致のためのイベント等開催支援事業 観光国際課 担当
清水、石川(貴)・石川(友)、
松倉

市政執行方
針掲載の有
無

－

目標
・成果

森林経営管理法で規定される森林所有者による適切な経営管理のため、森林所有者に対し森林経営の意向調査を行い、今
後の森林管理方法を検討する。

・施設とSNSを活用し、観光情報の発信に取り組みます。年50回
・国際交流、国際協力に関する企画展示を行い、滝川市民の国際理解促進に取り組みます。年6回
・積極的な情報発信・プロモーション活動により、メディア等に取り上げられる機会の増加と新型コロナウイルスの影響で減少した観光客入込
数の回復を目指します。メディア取材、記事年40回

⑪ 事業名 たきかわ観光国際スクエア事業 観光国際課 担当 鎌塚・石川(貴)・松倉・山本
市政執行方
針掲載の有
無

○

⑩ 事業名 森林管理事業 農政課 担当 山下
市政執行方
針掲載の有
無

○

内容 森林環境譲与税を活用し、森林整備を一層促進することで、適切かつ効率的な森林管理を推進します。

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

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

⑨ 事業名 多面的機能支払交付金事業 農政課 担当 塩入
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

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

⑧ 事業名 多様な担い手の育成・確保 農政課 担当 二本柳・小林・岸上
市政執行方
針掲載の有
無

○



・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。
・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交流人口、関係人口の増加と地域活性化。

⑯ 事業名 国際交流・国際協力・国際理解事業 観光国際課 担当 山本、ラブ、チェン
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と連携し、地域の国際化とグローバル人材の育成等を推進するため、姉妹都市交流を始め、
国際協力事業、国際理解事業の推進をします。

目標
・成果



５．年間業務スケジュール

新型コロナウイルス感染症拡大

　に伴う産業支援事業

　(1)産業支援相談窓口対応

△相談窓口対応（随時情報収集）

　(2)プレミアムチケット販売促進

△補助金交付 △チケット販売

△販売周知 △補助金実績報告

雇用確保対策事業

(1)NAKASORAにこよう推進協議会

△今年度の事業打合せ　代替案考案 △企業見学バスの代替案

(2)中空知定住自立圏構想推進会議

△合同企業説明会の代替案・準備等 　△合同企業説明会開催

(3)外国人材セミナー

△外国人材セミナー

(4)市内企業のPR動画作成 △動画作成に係る情報収集

△動画作成

商業振興事業

(1)店舗リノベーション支援事業

△募集開始(4/1～6/30) △2次募集開始(8/1～11/30)

△第１次先行

△第2次先行

(2)空き店舗等の情報収集

△各商店街の空き店舗等情報収集・整理

産業振興事業

(1)産業創出促進助成金 募集(4/1～6/30)  △審査会

(2）会議の運営 　△第1回 　　△第2回 　△第3回

(滝川市産業活性化協議会)

(3)ＴＡＫＩ－Biz事業

(4)Biz Cafe(創業支援セミナー)    △第1回 　第3回

　△第2回 　△第4回

(5)市内事業者訪問または聞き

　　取り調査

備　　考

相談窓口(随時)

10 11 12 1 2事業・業務名 4 5 6 7 8 3

市内事業者訪問または聞き取り調査

9



企業連携事業

普及推進活動

△ 作付現地確認 △ 生産調整受付

△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

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）

滝川農業塾研修・道外視察研修 新規就農者激励会△

  △農業塾修了式

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

活動状況の確認

交付金支払△

森林管理事業 △森林所有者に対する意向調査準備

△意向調査

△調査結果取りまとめ

事業・業務名 4 5

滝川ふれ愛の里・池の前水上公園キャンプ場の運営支援

需要に応じた米生産と経営所得安
定対策等の推進

情報収集・誘致活動

農業分野進出企業等の支援

農畜産物、加工品等の販路拡大・新商品開発事業者の支援

2 3 備　　考6 7 8 9 10 11 12 1



たきかわ観光国際 △グランドオープン
スクエア事業 △情報発信

△観光プロモーション活動
△企画展示、その他活用

外客誘致のための △各種イベントの開催可否判断、他団体状況集約 ※菜の花まつり中止に伴う

イベント等開催支援事業 △各種イベント事業の検証、開催手法見直し 　影響調査、検証、見直し

△スカイスポーツ事業(体験搭乗他企画事業) ※新型コロナ関連含む
△ワインイベント

外国人受入環境 △観光施設等多言語情報調査
整備事業 △多言語パンフレツト制作準備 △発行

△SNS活用による英語、中国語等による情報発信

外国人材定着支援事業 △多言語化の必要な資料等調査
△民間企業等の外国人材受入に関する状況調査

△事業企画検討
△ベトナム人国際交流員受入

△自治体国際化協会との調整
△新規国際交流員受入行政手続き等

△語学サポート等開始
△研修会企画

自治体職員協力交流事業 △自治体国際化協会との調整 ※新型コロナ関連含む
△研修員受入機関との調整

△研修員受入可否の決定(受入時、スケジュール改訂)
△モンゴル国ウブルハンガイ県との調整、ネツトワーク構築
△モンゴル国技能実習生受入調整、関係機関の連携支援

国際交流・国際協力・ △姉妹都市交流事業(ジュニア大使・市民訪問団派遣等)開催可否判断
国際理解事業 △国際関連事業見直し

△(一社)滝川国際交流協会組織運営相談、事業協力・支援 ※新型コロナ関連含む
△国際協力事業(JICA関連)情報収集等

△国際理解教育、国際理解事業等、共催・協力等

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


