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拡充開町記念式の開催	 121万円 インターネットホームページの運営	 295万円
（担当：総務課総務グループ） （担当：総務課企画調整グループ）

　先人の労苦をしのび、その功績をたたえ、感謝
し、郷土を愛する心を養い、よりよき新十津川町
を築き上げる決意を新たにするため、毎年６月20
日の開町記念日に合わせて開町記念式を開催しま
す。
　式典では、母村十津川村をはじめ、多くの方々
にご列席をいただいています。

＜財源の内訳＞
　参加者会費　	17万円
　町の負担　　104万円

　平成24年にリニューアルした本町のホームペー
ジですが、スマートフォンでご覧になる方が年々
増加していることから、スマートフォン版に対応
した専用ページを作成します。
　また、障がいのある方や高齢者など、さまざま
な方に配慮した見やすいページの作成のほか、総
合戦略に基づき、観光や移住・定住・子育て支援
を特集したページを作成し、町のＰＲ強化を図り
ます。

　　住民参加の促進①　住民参加の促進

行政区活動への支援	 1308万円
（担当：住民課住民活動グループ）

　行政区内の結びつきを強くし、住み良い地域づくりを目指すための、自主的で特色のある活動（提案、
文化づくり、環境づくり事業）や行政区と町が役割と責任を分担しながら行う活動（協働事業）に対し、
交付金を交付します。

【行政区が自主的に取り組む事業】
　・防災活動・安全安心事業（安心カード整備、防災資機材の購入など）
　・区民研修事業（視察研修バス借り上げ料など）
　・文化づくり事業（盆踊り、子ども神輿、演芸会など）
　・環境づくり事業（通学路花植え、花壇整備、樹木の剪定など）
【行政（町）との協働事業】
　・防犯灯維持設置事業
　（防犯灯設置費助成、修繕費助成、電気料金助成）

　・資源ごみステーション除雪事業
　・町有地草刈り事業
　・公園等管理事業
　・広報しんとつかわ配布事業
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行政区自治会館の建て替え	2億1476万円 役場庁舎の建て替え準備	 1億57万円
（担当：総務課財務・情報グループ） （担当：総務課財務・情報グループ）

　行政区自治会館の耐震診断を行った結果、耐震
性能を有していないと判定された７カ所（橋本区、
みどり区、菊水区、弥生区、文京区、花月区、総
進区）の自治会館を平成27年度から平成29年度ま
でに順次建て替えます。
　平成28年度は、菊水区と弥生区の建て替え工事
と平成29年度に建て替え予定の文京区、花月区、
総進区の実施設計と地質調査を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 879万円
町の負担	 2億597万円

　耐震診断を行った結果、耐震性能を有していな
いと判定された築45年の役場庁舎の建て替えを検
討します。
　平成28年度は、先進地を視察するとともに皆さ
んからご意見を伺い、新庁舎建設基本構想を策定
します。
　また、役場庁舎建設費用に充てるために設置し
た庁舎建設基金へ１億円の積み立てを行います。

ふるさと応援寄附金の推進	 6774万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）は、寄附（納税）する人が寄附先の自治体や寄附金（税金）の使
い道を指定できる制度です。本町では、平成18年からふるさと応援寄附金を募っており、平成26年度から
は、町のＰＲや産業の振興になるため、町外の寄附者に町の特産品を贈呈しています。
　平成28年度は、より多くの方から寄附をいただけるよう、寄附金の支払方法にクレジット決済を導入し
ます。

【平成27年度の寄附実績】（平成28年３月30日現在）
　・寄附人数　5427人
　・寄附金額　8116万2000円
【寄附金の活用先】
　・児童書の購入
　・少年団、新十津川中学校運動部のユニフォーム購入
　・新十津川中学校吹奏楽部の楽器購入
　・ふるさとまつり、雪まつりなどの開催
　・終着駅しんとつかわのＰＲ
　・道路の維持、都市公園の管理
　　など
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総合行政審議会の運営	 154万円 職員の研修派遣	 492万円
（担当：総務課企画調整グループ） （担当：総務課総務グループ）

　皆さんと行政が協働のまちづくりを進めるた
め、幅広く皆さんの意見を行政に反映できるよう、
公募委員と有識者委員の14人で組織する審議会を
設置しています。
　審議会では、役場庁舎の建て替えや消費税増税
に伴う公共施設の利用料金の見直しなど、まちづ
くりに関する各種計画の審議を行ったり、町が進
めている事業が皆さんのために役立っているの
か、どのような成果があったのかなど、町民の目
線で評価を行います。
　平成28年10月で、２年間の委員任期が満了する
ことから、第４期目の委員の公募を行います。

　新十津川町人材育成基本方針に基づき、職員の
能力向上を図ることを目的として、自治大学校や
市町村職員中央研修所、北海道市町村職員研修セ
ンター、北海道町村会などが主催する各種研修に
派遣します。
　また、雨竜町と共同で研修会を開催し、職員全
体のスキルアップを図ります。

＜財源の内訳＞
研修受講助成金	 9万円
町の負担	 483万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要

１　住民参加の促進

町勢発展功労者の表彰 83万円 町勢発展の功労者に勲章や楯などを贈呈します

母県母村交流 130万円 十津川村や奈良県と交流します

保護司会の支援 14万円 保護司会の活動を支援します

北方領土返還運動 2万円 北方領土返還に向けた署名活動を行います

行政区自治会館の維持管理 63万円 町の負担すべき行政区自治会館の軽微な修理などを行います

町民の葬祭 81万円 町民の葬祭に対して弔意を表します

誕生記念品の贈呈 85万円 お子さんの誕生をお祝いして記念品を贈ります

追悼式の開催 29万円 戦没者・開拓物故功労者などの追悼式を開催します

赤十字奉仕団負担金 8万円 赤十字奉仕団への負担金です

遺族会の支援 10万円 遺族会の活動を支援します

社会福祉協議会の支援 1289万円 社会福祉協議会の活動を支援します

議会広報の発行 44万円 町議会議員が編集する議会だよりを年４回発行します

情報制度の審査 9万円 情報制度に関し、審査会による審査を行います

　　行政の効率的な運営②　行政の効率的な運営



52

まちづくり読本＜予算版＞

６

事　業 予算額 事　業　概　要

１　住民参加の促進

広報しんとつかわの発行 270万円 広報しんとつかわを毎月発行します

まちづくり読本の発行 62万円 町の予算を説明する、まちづくり読本を発行します

２　行政の効率的な運営

議会活動の運営 571万円 政務調査や議員力向上のための研修派遣を行います

総務事務 818万円 職員の出張旅費や臨時職員の賃金です

通信事務 270万円 書類などを発送します

行政情報の収集 105万円 新聞や官報などにより情報を収集します

叙勲等事務 71万円 叙勲の受章者へ記念品を贈呈します

規程の審査 420万円 町例規システムの管理などを行います

人事・給与の管理 112万円 人事情報や職員の給与などを管理します

予算書・決算書の作成 6万円 予算書と決算書を作成します

財政事務 15万円 財政事務に係る消耗品などを購入します

財務会計の管理 205万円 財務会計をシステムで管理します

庁舎の維持管理 2423万円 役場庁舎の維持管理を行います

普通財産の管理 4736万円 町が所有する土地や建物の維持管理、処分を行います

各施設の維持管理 1640万円 町が所有する施設の維持管理を行います

自動車の管理 624万円 町が所有する自動車の維持管理を行います

電子機器の管理 2020万円	 事務で使うコンピューターの維持管理を行います

庁用管理事務 998万円 事務用品やコピー機の使用料など役場の事務経費です

まちづくりに関する会議出席旅費 43万円 会議や研修会のほか国への要望活動に係る旅費です

行政評価の推進 13万円 町が進めている事業の評価と町民アンケート調査を行います

町税賦課事務 823万円 税金を正しく公平に賦課します

町税徴収事務 85万円 税金を徴収します

固定資産評価替事業 426万円 固定資産の評価額を見直すための調査などを行います

戸籍住民登録事務 110万円 戸籍・住民票の発行やそれに関連する事務を行います

戸籍システムの管理 259万円 戸籍の情報や証明書の発行などをシステムで管理します

住基ネットシステムの管理 87万円 全国ネットを通して住民基本情報を管理します

総合行政システムの管理 1349万円 住民情報や保険、福祉、税情報などをシステムで管理します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要

２　行政の効率的な運営

パスポートの発行 14万円 パスポートの発行を滝川市に委託します

保健福祉車両の管理 432万円 保健福祉課で使用する車両を管理します

保健福祉システムの改修・管理 381万円 制度改正に伴いシステムを改修し健康情報などを管理します

国民年金事務 3万円 年金事務所と連携し加入手続きや年金請求の事務を行います

教育委員会の活動 242万円 教育委員会委員の報酬などの活動費です

教育委員会事務局事務 57万円 職員の出張旅費や参考図書などの購入費です

どの政策にも属さない仕事

議会議員人件費 4670万円 町議会議員11人の報酬や期末手当、共済費です

議会要望活動 24万円 国の省庁などへ要望活動を行います

町政渉外事務 315万円 町長・副町長・教育長の出張旅費などです

職員の健康診断 265万円 職員の健康管理のため健康診断などを行います

非常勤職員の公務災害補償 39万円 議員や各種委員の公務災害保険の事務を行います

職員互助会負担金 10万円 職員の福利厚生のための負担金です

望郷会負担金 30万円 本町出身者で構成する望郷会への負担金です

土地取引に関する届け出事務 7万円 土地取引に係る届出書の受け付けを行います

公平委員会の運営 5万円 町職員の利益の保護などのため公平委員会を開催します

税等還付金 200万円 過年度分の修正申告などに伴う税金を還付します

選挙管理委員会の運営 36万円 町の選挙管理委員会を運営します

参議院議員選挙事務 639万円 参議院議員通常選挙の事務を行います

土地改良区総代選挙事務 167万円 土地改良区総代選挙の事務を行います

統計事務 2万円 統計調査を行います

学校基本調査の実施 1万円 幼稚園、小・中・高校を対象とした調査を行います

工業統計調査の準備 1万円 平成29年に実施する調査の準備を行います

経済センサス活動調査の実施 39万円 事業所および企業の売上金額や費用などの調査を行います

監査委員の活動 147万円 監査委員２人が町の財務状況などについて監査を行います

職員人件費 8億6251万円 詳しくは60ページをご覧ください。


