
令和３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３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３年度産業振興部予算総額 千円

３．産業振興部の令和３年度の目標
①

②

③

④

部　長

写　真

企業の経営安定化及び産業の創出に取り組み、地域経済の活性化を目指します。

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り、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を促進するとともに、企業の経営支援や新たな産業創出の支援に取
り組みます。

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や総合交流ターミナルたきかわなどの拠点施設を活用して、地域の魅力を積極的に発信し、
関係人口の増加と新型コロナウイルス感染症の影響により減少した観光客入込数の回復に努めます。

アフターコロナ後の外国人材活用促進に向け、外国人材の受入基盤づくりに努めます。

36人 28人
 8人

1,291,669



４．産業振興部の重点事業（各課別重点課題順）

目標
・成果

稲作・畑作経営の安定化

⑦ 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、大田原
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

・トイレ及びシンクの増設
・管理運営事業者 との連携による利用者数の増加

⑥ 事業名 池の前水上公園キャンプ場整備事業 産業振興課 担当 三並・中川
市政執行方
針掲載の有
無

〇

内容
池の前水上公園キャンプ場については、利用者同士の接近機会を減らすため、トイレ及びシンクの増設を行うなど、コロナ禍に
おいても利用しやすい施設となるよう整備を行います。また、隣接する滝川ふれ愛の里については、「株式会社北のたまゆら」
と使用貸借契約を締結し民間事業者の創意工夫を促します。

目標
・成果

事業化の可能性について検証

⑤ 事業名 ワーケーション推進モデル事業 産業振興課 担当 茶木・土橋・中川
市政執行方
針掲載の有
無

〇

内容
ワーケーションについて、競合する他地域と比較した上で滝川市の優位性や民間事業者等による自立自走したワーケーション
事業の継続性を検証するため、モデル事業を実施します。

目標
・成果

・産業創造支援事業補助金制度の運用：支援12件
・たきかわ産業支援相談窓口の運用：相談20件
・TAKI－Biz Cafeの開催（年４回）
・市内事業所実態把握調査の実施：調査1,400事業所

④ 事業名 産業強化支援事業 産業振興課 担当 土橋・三並
市政執行方
針掲載の有
無

－

内容
滝川市産業活性化協議会の補助金制度、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
性化につながる創業や事業者の新たな取り組みに対して支援を行います。

目標
・成果

・「VR企業見学バスツアー」の開催(NAKASORAにこよう推進協議会)
・「なかそらち合同企業説明会」の開催(中空知定住自立圏構想推進会議)
・市内就職の促進をめざし、お仕事情報誌「Good Job!!」の製作(滝川市産業活性化協議会)

③ 事業名 新卒者就職支援 産業振興課 担当 吉田・橋本
市政執行方
針掲載の有
無

〇

内容
市内高校、短大新卒者における就職希望者の内定・就職率が高水準となるよう取り組むとともに、担い手世代の確保に向け、
若者の地元定着を図るべく、地元企業への就職推進を図る。

目標
・成果

・　新型コロナウイルスに関する産業支援相談窓口の運用
・　市制度融資の適正な運用

② 事業名 経営支援及び金融施策の推進 産業振興課 担当 吉田・藤田
市政執行方
針掲載の有
無

○

内容
産業支援相談窓口を開設し、新型コロナウイルス関連支援制度等の情報提供に取り組むとともに、経営の安定化や事業規模
の拡大を促進するため、市制度融資の適正な運用と活用を推進します。

事業名 中心市街地の活性化 産業振興課 担当 山下・藤田
市政執行方
針掲載の有
無

－

内容
中心市街地の賑わい再生に向け、「店舗リノベーション補助金」の利用促進を図ることで空き店舗の活用を推進するほか、現状
の課題を検証し、今後必要となる施策の検討、見直しを行います。

目標
・成果

・　店舗リノベーション補助金　２件
・　中心市街地の課題検証と施策の検討

①



目標
・成果

・新型コロナウイルスの影響で昨年中止したイベント事業を検証し、地域の経済効果につながるコロナ禍におけるイベントへの見直しを図りま
す。
・感染症対策を踏まえた新たな観光事業の開催手法を構築し、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。

⑭ 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 平林、石川、齋藤、阿部
市政執行方
針掲載の有
無

－

内容
(一社)たきかわ観光協会と連携し、地域の優れた観光資源を活かした観光事業、イベントの開催に向け、コロナ禍における事
業見直しを進めながら、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

・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す。年50万人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
滝川キャンプサイトから周辺や市内周遊につなげ、滞在時間や経済波及効果の向上を目指す。
・(一社)たきかわ観光協会と連携し、市内飲食店や小売店等へ波及する取り組みを図る。

⑬ 事業名 観光施設・事業者の連携による観光事業の推進 観光国際課 担当 山平・清水・石川
市政執行方
針掲載の有
無

〇

内容
滝川キャンプサイトを核にカヌーやパークゴルフ、グライダーなどの周辺観光スポットを一体的に活用した事業展開を図ること
によって集客力向上を目指します。

目標
・成果

・SNSや動画サイトを活用し、国内外向けに観光情報の発信を行う。年50回
・定期的に多文化を紹介する企画展示を行い、滝川市民の国際理解促進に取り組む。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
数の回復を目指す。メディア取材、記事年50回
・総合交流ターミナルたきかわ指定管理者と連携し、地域の農産物、特産品、観光、イベント情報等を積極的に発信し、来館者数50万人を目
指す。

⑫ 事業名 観光拠点施設による情報発信の推進 観光国際課 担当 山平・石川・齋藤・阿部
市政執行方
針掲載の有
無

〇

内容
たきかわ観光国際スクエアの観光案内所としての機能充実を図るとともに、国際交流や観光情報発信の拠点施設としてSNSや
映像のツールを使った多様な情報発信に取り組みます。また、観光拠点施設である、総合交流ターミナルたきかわの集客力向
上を目指した情報発信に取り組みます。

目標
・成果

森林経営計画に基づいた分収造林地における保育間伐事業による森林の成長促進

⑪ 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 分収造林地における保育間伐事業を実施し、適切な森林の成長を促します。

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 多面的機能支払交付金事業 農政課 担当 岸上
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

⑨ 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

○

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技術の普及を推進します。

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、滝川農業塾事業の実施

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
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

⑰ 事業名 国際交流・国際協力・国際理解事業 観光国際課 担当
山平、古山、ラブ、シンガ
ポールＣＩＲ

市政執行方
針掲載の有
無

－

内容
(一社)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、コロナ禍における姉妹都市交
流を始め、国際協力事業、国際理解事業を推進します。

・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。

目標
・成果

・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

⑯ 事業名 外国人材定着支援事業 観光国際課 担当 石川・ボロル・ベトナムCIR
市政執行方
針掲載の有
無

-

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、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

・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業内容の変更が見込まれることから、(一財)自治体国際化協会やモンゴル国ウブルハンガイ県
と調整等を行い、研修員受入と今後の連携を図ること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。

⑮ 事業名 自治体職員協力交流事業 観光国際課 担当 阿部・ボロル・モンゴルＣＩＲ
市政執行方
針掲載の有
無

〇

内容
地域産業の外国人材受入に向けた基盤づくりと、国際協力を続けている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。



５．年間業務スケジュール

中心市街地の活性化

(1)店舗リノベーション補助金

(2)中心市街地の課題検証

　　と施策の検討

経営支援及び金融施策の推進

(1)産業相談支援窓口

(2)市制度融資の適切な運用

経営支援及び金融施策の推進

(1)VR企業見学バスツアー

△VR企業見学会

(2)なかそらち合同企業説明会 △前年度の実績検証

△担当者会議の開催、開催準備

△なかそらち合同企業説明会

(3)お仕事情報誌の作成 △企業募集、掲載内容集約

△情報誌製作

△情報誌配布

産業強化支援事業

(1)産業創造支援事業補助金 △募集(6/1～1/31)

(2）たきかわ産業支援相談窓口

(3)ＴＡＫＩ－Biz Cafe   △第1回 　△第3回

　△第2回 　△第4回

(4）市内事業所実態把握調査   　　△調査票郵送

△調査票回収

△調査票集計

ワーケーション推進モデル事業

(1)企画提案審査職員会議 △第1回 △第2回

(2)委託業務 △公募(4/26～5/21) △仮報告書の提出

△ヒアリング審査 △成果報告書の提出

△事業者の決定

△委託契約の締結

△モニター参加者の受入

(3)事業検証 △検証

池の前水上公園キャンプ場

整備事業

(1)トイレ及びシンク増設工事 △工事開始

△完了

(2)滝川ふれ愛の里賃貸契約 △賃貸契約の締結

△募集(4/1～6/30)

9 10 11 12 1 2 3

△VR製作

△相談窓口(随時)

備　　考

△課題の検証と施策検討

△相談窓口(随時)

△融資相談・受付(随時)

事業・業務名 4 5 6 7 8



普及推進活動

△再生協議会総会 △生産調整受付

△経安申請受付

△作付現地確認 △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技術の普及及び省力化、低コスト化の推進

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

新規就農者施策の検討

△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）

  △農業塾入塾式  △農業塾修了式

滝川農業塾研修・道内外視察研修 △新規就農者激励会

多面的機能支払交付金事業 △事業計画の認定申請 △計画内容の精査 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 △森林経営計画策定

△間伐事業者選定・調整

△間伐事業実施

△公共造林事業補助金申請・実績報告

観光拠点施設による △ＳＮＳ、動画等による情報発信

情報発信の推進

△観光プロモーション活動

△企画展示、その他活用

観光施設・事業者の連携に △スタンプラリー付フライヤーの作成・配布

よる観光事業の推進

△メディア等への営業・PR

需要に応じた米生産と経営所
得安定対策等の推進

※コロナの状況により変更有

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



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

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

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

国際交流・国際協力・ △姉妹都市交流事業の手法検討、実施

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

△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
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