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農産物ブランド化の支援	 110万円 無人ヘリオペレーターの養成	 100万円
（担当：農産物ブランド化推進室） （担当：産業振興課農林畜産グループ）

　農業所得の向上を図るため、町内で生産された
農産物のブランド化を推進します。
　安全安心な農産物を町内外に積極的にＰＲする
ため、農作物の良さを生産者が消費者に直接ＰＲ
できる直売会を札幌市内で６回開催します。
　また、本町を道内の消費者に広く認知してもら
うため、新十津川産「ゆめぴりか」を北海道日本
ハムファイターズの主催試合の副賞として提供し
ます。

販売会で開場を待つ人たち

　無人ヘリコプターによる防除作業は、農作業の
軽減に効果的です。町の防除体制を確立するため
無人ヘリコプターオペレーター免許の取得費用の
３分の１（上限は20万円）を助成します。
　平成28年度は、３カ年計画の最終年度です。

【免許取得者数】
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
４人 ７人 ５人（予定）

新しい農業用水の確保	 3952万円 有害鳥獣の駆除	 1211万円
（担当：建設課都市管理グループ） （担当：産業振興課農林畜産グループ）

　安定した農業用水の確保に努めるため、徳富ダ
ムを水源とした徳富ダム注水工や新雨竜注水工
を、月形町、浦臼町、雨竜町とともに管理します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 1820万円
他の町の負担	 1368万円
町の負担	 764万円

　急増するエゾシカやアライグマなどの鳥獣によ
る農業被害を防止するため、農業者へのわなの貸
し出しや講習会の開催、有害鳥獣の駆除および処
理を行う新十津川町有害鳥獣対策協議会に対し助
成を行います。

＜財源内訳＞
有害鳥獣駆除負担金	 80万円
町の負担	 1131万円

　　農業の振興①　農業の振興
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町有林の保育管理	 266万円 木質バイオマス活用のための検討	 14万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ） （担当：産業振興課農林畜産グループ）

　幌加地区の町有林において、前年度に植林した
苗木の成長を助けるため、下刈りを行います。
　また、総進地区の「創造の森」や学園地区の「百
年の森」の樹木の下刈りや不用木の除去などの手
入れを行い、樹木の育成と景観整備を図ります。

＜財源内訳＞
道の補助金	 49万円
町の負担	 217万円

　昨年度、町内の関係者で研究会を設立し、町内
から搬出される未利用材を木質バイオマスとして
有効に活用するための検討を行ってきました。
　その検討内容を基に、事業化の可能性について、
関係者と協議を行います。

　　林業の振興②　林業の振興

地域おこし協力隊の受入れ	 2020万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　地域おこし協力隊の隊員を新たに３人（産業活性化支援員２人、農業支援員１人）募集します。
　産業活性化支援員は、農商工連携、６次産業化、観光資源発掘など、地域が活性化する取り組みを行い
ます。
　また、人々が自由に集まり、さまざまな意見を交わす場として、旧商工会館に活動拠点を設置します。
　農業支援員は、大和区の新規就農者技術修得センター（経営実験農場）において、基礎的な農業技術を
学ぶとともに、町内の農業者の手伝いをしながら就農に向けて活動します。なお、昨年から活動している
農業支援員は、新規作物の栽培に取り組む予定です。

交流し、地域資源を探す協力隊員
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地元消費の拡大を支援	 555万円中小企業への資金保障融資	 3098万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）（担当：産業振興課商工観光グループ）

　景気低迷による経済対策の一環として、町商工
会が行う地元消費拡大を目的としたスタンプラ
リー事業に対し、助成します。
　また、町内企業やその業務内容を知っていただ
くためのパンフレットの作成に助成します。

　中小企業者の経営基盤の強化と健全な経営を支
援するため、融資のあっせんや利子（上限5.0％）
の補助を行います。

＜財源内訳＞
　預託金元利収入	 3001万円
　町の負担	 97万円

【融資のあっせん】
種類 条　件 限度額
設備
資金

設備の近代化と経営の合理化
のための資金

1000万円

運転
資金

経営の維持と安定、経営の健
全化のための資金

500万円

特別
資金

町が行う事業など行政上の理
由または公共の福祉のために
生じる施設の移転もしくは整
備に関する資金

2500万円

（担当：産業振興課商工観光グループ）

○平成28年度から中小企業者を応援するため、新たな助成制度を始めます。
【対 象 者】　新十津川町商工会に加入している中小企業者

助成項目 助成内容 上限額

店舗などの整備
新設に伴う工事費および設備購入費の２分の１
（農産物の直売所の場合は４分の３）
このほか外部改装も対象になります

200万円
（400万円）

地場産品の開発 新たな地場産品の開発および販路拡大に係る経費の４分の３ 100万円

商工観光の活性化
新たな観光資源の発掘、観光イベントの開催、商工業の振興や販売
促進の取り組みなどに係る経費の４分の３

100万円

○町内で企業施設を新たに新設、増設、移設する事業者の対象業種および優遇措置を拡大します。
【優遇措置】
　・当該施設に係る固定資産税（土地または家屋）を10年間免除
（平成28年度から、免除する期間を５年間から10年間に拡大）

　・当該施設に係る投資額の20％を助成（上限3000万円、３年分割支給）
　・当該施設に係る施設設備の賃料の20％を３年間助成（上限100万円）
　・当該施設に係る新規雇用者（町民）への年間賃金支払額の５％を３年
間助成（上限500万円）

　・町外の正規社員が町民となった場合、１人あたり、年30万円を３年間助成

【対　　象】

条
　
件

種類 投資額
新設 1000万円以上
増設 500万円以上
移設 1000万円以上

中小企業者を応援	 2072万円

　　商工業の振興③　商工業の振興
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拡充観光ＰＲの推進	 416万円 都市と農村交流事業	 151万円
（担当：産業振興課商工観光グループ） （担当：産業振興課商工観光グループ）

　かわいいと好評の、本町の観光ＰＲキャラク
ター「とつかわこめぞー」が積極的に各イベント
に出演できるよう、着ぐるみをもう一体制作し、
本町の認知度アップと観光ＰＲに努めます。
　また、観光マップと観光ＰＲ名刺台紙を増刷し
ます。
　そのほか、本町の新たな観光資源（食）を発掘
し、観光の振興を図るため、北海道大学留学生に
よる調査を行います。

　都市部に住んでいて、農業に興味のある方を対
象とした農業体験ツアーを年３回開催します。
　また、農業体験の受入団体である「しんとつか
わで心呼吸。推進協議会」に費用の一部を負担し
ます。

イベントの共催	 764万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　本町のイベントとして定着している、ふるさとまつりと雪まつりを運営する、ふるさとまつり実行委員
会に開催費用を助成します。
　また、北海道日本ハムファイターズとのパートナー協定により、イベントの開催に協力いただくことと
しています。
　平成28年度は、昭和62年に始まったふるさとまつりが30年目を迎えることから、記念事業としてファイ
ターズ遊具の設置や華麗なダンスを踊るファイターズガールを招致します。

【開催日】
・第30回ふるさとまつり前夜祭　７月30日（土）
・第30回ふるさとまつり　　　　７月31日（日）
・第26回雪まつり　　　　　　　１月29日（日）

　　観光の振興④　観光の振興
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拡充新十津川物語記念館の管理運営	 253万円 キャンプ村の管理運営	 262万円
（担当：産業振興課商工観光グループ） （担当：産業振興課商工観光グループ）

　新十津川物語記念館が開館20周年を迎えること
から、新十津川物語の著者である川村たかしさん
の著書や展示品を追加し、リニューアルします。

【入館料】
高校生以上 小中学生

個人 140円 70円
団体（10人以上） 110円 50円

＜財源内訳＞
　利用料	 16万円
　町の負担	 237万円

　ふるさと公園内にある青少年キャンプ村の維持
管理を行います。

【使用料】
区　　分 料　金 区画

テ ン ト サ イ ト 1300円 10張

バンガロー ４人用 3800円 ５棟
６人用 5700円 ５棟

※町民の方は、上記の半額で利用できます。
　予約は利用日の６カ月前から受け付けています。

＜財源内訳＞
利用料金	 209万円
町の負担	 53万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　農業の振興
青年就農の支援 675万円 新規就農者の経営が軌道に乗るまでの期間を支援します
ピンネ農業公社の支援 691万円 農業後継者の育成支援を行うピンネ農業公社を支援します
新規就農者技術修得センターの修理 106万円 修得センターのポンプ設備と電気設備の修理を行います
農業委員会の活動 993万円 農業委員の報酬などの活動費です
農業者年金事務 139万円 農業者年金事務を行います
農地台帳管理システムの管理 37万円 管理システムの保守を行います
農政事務 152万円 一般農政事務に係る経費です
営農振興対策協議会の支援 20万円 農業振興の関係機関でつくる協議会の活動を支援します
農民協議会の支援 60万円 農業者で組織する農民協議会の活動を支援します
水土里情報システム負担金 50万円 農地情報を管理するシステムへの負担金です
農業経営基盤強化資金利子助成 411万円 認定農業者の借入資金の利子補給を行います
多面的機能支払交付金 1億6861万円 農地・農業用水などを保全管理する組織を支援します
中山間地域等直接支払交付金 1億3505万円 農作業条件が不利な中山間地域の農業者を支援します
環境保全型農業直接支払交付金 609万円 環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援します
経営所得安定対策事業への助成 679万円 地域農業再生協議会に事務費を助成します
家畜の病気予防 70万円 肉牛などに対しワクチンの予防接種を行います
家畜相場の調査 2万円 家畜市場などで家畜相場の調査を行います
学園牧場の維持管理 191万円 町営牧場の維持管理を行います
畜産振興協議会の支援 33万円 畜産農家で組織する協議会の活動を支援します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
21世紀高生産基盤整備推進協議会事業費負担金 240万円 基盤整備事業に係る事務費を負担します
国営土地改良事業の推進 7万円 国営開発事業の推進に係る経費を負担します
国営造成施設管理体制整備の促進 1426万円 水利施設が有する多面的機能を支援します
基幹水利施設の管理 1554万円 ダムなどの町が受託した国の土地改良施設を管理します
２　林業の振興
森林総合研究所分収林の管理 3万円 分収造林地を管理します
森林保護のための巡回活動 13万円 巡視により林野火災やごみの不法投棄を予防します
鳥獣による森林被害の防止 12万円 薬剤散布により野ネズミによる森林被害を防止します
林道の維持管理 225万円 林道５路線の維持管理を行います
民有地への植林活動の支援 515万円 伐採後の植林活動を支援します
３　商工業の振興
中小企業の近代化の促進 3万円 商店街の近代化の取り組みを支援します
借入資金の利子補給 293万円 国・道の融資制度利用者に借用資金利子の一部を助成します
商工業振興委員会の運営 14万円 商工業振興委員会を開催します
商店街の環境の整備 7万円 国道沿いの商店街や植樹ますに花を植栽します
商工会の支援 1146万円 商工会の業務の相談や商工業振興に助成します
４　観光の振興
終着駅しんとつかわのＰＲ 27万円 しんとつかわ駅のポスターを制作し、終着駅をＰＲします
ふるさと公園の維持管理 1602万円 芝生や樹木、遊具などを管理します
文化伝習館の管理運営 645万円 文化伝習館の管理運営を行います
工芸体験の運営 597万円 文化伝習館の体験、講座を行います
吉野地区活性化センターの管理運営 488万円 吉野地区活性化センターの管理運営を行います
吉野公園の維持管理 340万円 吉野公園の維持管理を行います
吉野駐車公園の維持管理 48万円 駐車場(旧吉野公園)の維持管理を行います
イベント開催の支援 75万円 陶芸まつり、味覚まつりの開催を支援します
観光協会の支援 10万円 観光協会が行う事業を支援します
ふるさと温泉の維持管理 801万円 ふるさと温泉の維持管理を支援します
ふるさと公園の外灯の更新 2600万円 ふるさと公園の外灯を更新します
サンヒルズ・サライなどの管理運営 3833万円 サライなどの４施設の運営を振興公社に委託します
振興公社への事業資金貸付 2000万円 振興公社の安定した事業運営のために資金を貸し付けます
５　雇用の創出
技能協会の支援 4万円 団体会員の技能向上と育成に助成します
通年雇用の促進 2万円 季節労働者の通年雇用の促進を図る協議会に対し負担します
地域職業訓練センター協会の負担金 58万円 労働者などの教育訓練施設に対し負担します


