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予算概要予算概要

（１）総　括
　平成28年度の全会計の予算総額は、66億8653万円となり、平成27年度の町長選挙後の実質的な予算である６月
補正後予算総額と比較すると、7.3パーセント増加しました。
　各会計の予算額は次のとおりです。

各会計予算総括表	 （単位：千円）

会　　　　　　計 平成28年度
予　算

平成27年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

一　　般　　会　　計 5,959,217 5,499,346 459,871 8.4

特

別

会

計

国民健康保険特別会計 392,843 402,659 △	9,816 △	2.4
後期高齢者医療特別会計 102,915 106,417 △	3,502 △	3.3
下 水 道 事 業 特 別 会 計 197,593 193,532 4,061 2.1
農業集落排水事業特別会計 33,962 30,740 3,222 10.5

小　　　　　計 727,313 733,348 △	6,035 △	0.8
総　　　　　合　　　　　計 6,686,530 6,232,694 453,836 7.3

（２）一般会計
　一般会計の収入と支出について、その内容を説明します。
【収入】一般会計の収入の内訳は次のとおりです。

一般会計収入	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成28年度
予　算

平成27年度
６月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

依

存

財

源

地 方 譲 与 税 な ど 235,400 225,100 10,300 4.6
地 方 交 付 税 2,935,000 2,885,000 50,000 1.7
国 庫 支 出 金 344,771 289,331 55,440 19.2
道 支 出 金 469,296 446,620 22,676 5.1
借 金 587,200 452,600 134,600 29.7

自

主

財

源

町 税 524,176 525,595 △	1,419 △	0.3
分 担 金 お よ び 負 担 金 61,284 54,142 7,142 13.2
使 用 料 お よ び 手 数 料 128,913 127,538 1,375 1.1
財産収入・諸収入など 304,636 174,405 130,231 74.7
繰 入 金 368,541 319,015 49,526 15.5
合　　　　　　計 5,959,217 5,499,346 459,871 8.4

　依存財源とは、国や北海道から受けるお金や借金のことを、自主財源とは、まちが直接受けるお金のことをい
います。依存財源がまちの収入の約８割を占めており、中でも地方交付税は収入全体の約半分を占める重要な財
源です。地方交付税は、決まったことにしか使うことができない国・道支出金や借金とは異なり、まちが自由に
使うことができるお金です。
　平成27年度の６月補正後予算と比較すると、依存財源では借金が大きく増加しています。その増加要因として
は、行政区自治会館の建て替えや消防車両更新などの事業の財源とするためです。一方、自主財源で財産収入・
諸収入などが大きく増加しているのは、ふるさと応援寄附金を大きく見込んでいるためです。
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【支出】一般会計の支出の内訳は次のとおりです。

一般会計支出	 （単位：千円）

項　　　　　　目 平成28年度	
予　算

平成27年度	
6月補正後予算

増減比較
増減額 増減率（％）

総 務 費 857,557 519,954 337,603 64.9
民 生 費 726,034 688,219 37,815 5.5
衛 生 費 625,340 545,245 80,095 14.7
農 林 水 産 業 費 467,300 423,124 44,176 10.4
商 工 費 222,233 240,233 △	18,000 △	7.5
土 木 費 728,496 587,082 141,414 24.1
消 防 費 262,933 193,367 69,566 36.0
教 育 費 467,986 412,293 55,693 13.5
公 債 費 642,693 944,363 △	301,670 △	31.9
職 員 費 862,506 849,905 12,601 1.5
議 会 ・ 労 働 ・ 災 害 復 旧 費 66,139 65,561 578 0.9
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0

合　　　　　計 5,959,217 5,499,346 459,871 8.4

　総務費が大きく増加していますが、これは役場庁舎建て替えとふるさと応援寄附金のための基金積み立てが大
きな理由です。
　公債費（借金の返済）が減少しているのは、借金の抑制や繰上償還により借入残額が順調に減少していること
と、平成27年度は繰上償還のための予算を３億7600万円計上していたためです。

（３）まちの貯金と借金の残高

　平成27年度末までの10年間で、まちの貯金と借金の残高は次のとおり推移しています。

　借金は、繰上償還を積極的に行ってきたことにより、この10年間で大きく減少しています。一方、貯金は、こ
の10年間で２倍以上に増加しており、借金と貯金との差は、10年前は95億円ありましたが、平成27年度では、
４億円程度になっています。
　借金の返済と貯金などをバランス良くやりくりして、まちづくりの設計を立てています。
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【はじめに】
　平成28年第１回定例会に当たり、
町民の皆様、町議会の皆様に、町政
執行への私の所信と主要施策の一端
を謹んで申し上げます。
　昨年の統一地方選挙において、町
民の皆様の温かいご支援とご協力の
下、町政を担当させていただき、早
くも１年が経過しようとしています。
　類稀な歴史と伝統のある郷土新十
津川町を守り、未来に向けて発展・
飛躍させることが、私の使命である
と決意しているところであります。
　これまで、町民の皆様にお約束し
た「豊かなまち」、「安心なまち」、「学
びのまち」、「健やかなまち」、「住み
よいまち」、「共に歩むまち」の実現
のため、一歩一歩課題に取り組んで
まいりましたが、政治や経済が大き
く変わりゆく中、地方自治体を取り
巻く環境は、依然として厳しく、険
しいものがあります。
　このような中、昨年10月に策定し
た「新十津川町総合戦略」は、総合
計画を踏襲しつつ、「人口減少の抑
制」、「若者世代の安定した生活」、
そして「地域の活性化」などの課題
解決に特化した平成31年度までの計
画であります。
　本年度を「総合戦略実行元年」と
位置付け、戦略の実現に向け「子育
て支援と教育の充実を核とした子ど
もの笑顔があふれるまち」を目標に
掲げ、町民の皆様と共に力を合わせ、
確実に新十津川町を発展させてまい
ります。
　私は、この思いを実現するため、
４つの課題を重点政策として、誠心
誠意これを推進してまいります。

【平成28年度の重点政策】
　第１に「地域経済の活性化」でご
ざいます。
　本町の基幹産業は、水稲を中心と
した農業であります。
　農業については、生産性の向上と
省力化を図るための基盤整備は、ほ
ぼ終了に向かっていますが、農業従
事者の減少と高齢化による担い手不

足は大きな課題となっております。
　これからも本町の農地を守り、後
継者の育成支援を進めるため、ピン
ネ農業公社と連携を図りながら担い
手の育成に取り組んでまいります。
　商工業につきましては、消費購買
力の町外流出、商工業者の減少に伴
い、町内経済の疲弊が深刻化してお
ります。このような厳しい状況下に
ありますが、商工会と連携し町内消
費拡大に努めるとともに、中小企業
者を支援する制度の見直しを行い、
安定した経営基盤を確立するための
支援策を講じてまいります。
　第２に「人口減少対策」でござい
ます。
　本町の人口は、昨年の国勢調査の
速報値において6,840人となり、前
回調査に比べ409人減少いたしまし
た。人口減少は、地域の購買力やコ
ミュニケーション機能の低下、財政
基盤の弱体化など、私たちの生活に
様々な影響を及ぼすことが考えられ
ます。
　子育て支援と教育環境の充実を図
り、若者世代の定住を促進させ、人
口減少に一定の歯止めをかける対策
を講じてまいります。
　第３に「高齢者支援」でございます。
　高齢化の急速な進行に伴い、高齢
者のみの世帯やひとり暮らしの高齢
者、介護支援を必要とする高齢者の
増加が懸念されます。
　住み慣れた地域で住み続けること
ができるよう、在宅高齢者の生活支
援体制を整備するほか、生きがいづ
くりや学習活動の場を創出し、高齢
者が健康でいきいきとした生活が送
れる環境づくりに努めてまいります。
　第４に「健全財政の維持」でござ
います。
　本町は、道内でも有数の健全な財
政状況を保つ自治体となりました。
これは過去10年にわたり、町民の皆
様と一丸となって行ってきた行財政
改革の成果の表れであります。本年
度から総合戦略に特化した政策実現
のために、選択と集中を図りながら
必要な事業に取り組んでまいります

が、今後においても健全財政を堅持
するため、行財政改革への取組みを
停滞することなく着実に実行してま
いります。
　以上、取り組むべき４つの主要な
政策を申し上げましたが、この他に
も課題が山積しております。その課
題解決に向け、町民の皆様と対話を
深め、職員の英知と創意工夫を結集
し、町政を推進してまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
　それでは、平成28年度の主な事業
について、第５次総合計画の目標に
沿ってご説明いたします。

１　みんなでつくる住みよいまち
　一つ目は、『みんなでつくる住み
よいまち』でございます。
　本町の豊かな自然を守り育て、次
の世代につなぐのは私たちの使命で
あります。そのためには、町民一人
一人が環境に対する意識を高め、省
エネルギー・省資源への取組みやリ
サイクル等の推進に努めてまいりま
す。
　また、町民の皆様が住み慣れた地
域で快適に暮らすことができるよ
う、生活環境の充実を図り、誰もが
住んで良かった、住み続けたいと思
えるまちづくりを目指してまいりま
す。
〔環境の保全〕
　危険空き家対策として、町が把握
している約100件の空き家について、
目視による現地調査を継続し、危険
性が高い場合は、空き家等対策審
議会の意見を基に、所有者に対し必
要な措置を講じるよう助言や指導を
行ってまいります。
　ごみの減量については、引き続き
行政区や子ども会などの資源ごみの
自主的な回収を支援するとともに、
家庭での綿製品や小型家電、廃食油
の回収を行い、ごみの減量化と資源
の有効活用を図り、循環型社会の形
成に努めてまいります。
　霊園の整備については、弥生霊園
の墓所を新たに11区画造成し、利用
者の需要に対応いたします。

町政執行方針町政執行方針
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〔生活基盤の整備〕
　長年住み慣れた住宅は、風雪等に
さらされる中で劣化していくことは
否めません。個人住宅の耐久性を維
持し、安心して暮らし続けることが
できるよう、個人住宅のリフォーム
を支援する「安心すまいる助成事業」
を実施いたします。
　また、これまで実施してきた耐震
診断や耐震改修工事に対する助成措
置の限度額を拡充するとともに、新
たに住宅解体費用にも対応した「住
宅耐震化等助成事業」として支援い
たします。
　定住促進対策事業は、これまでに
36世帯、115人が制度を利用し、定
住策として一定の効果を見ておりま
すので、制度の周知を図りながら継
続実施するとともに、助成対象年度
を総合戦略の期間まで延長いたしま
す。また、引き続き共同賃貸住宅建
設促進事業を実施し、若者世代の定
住促進を図ってまいります。
　長年の懸案事項でありました青葉
区南側の鉄工所跡地は、町内の方が
取得され、今後、有効的な整備が行
われるとお伺いしております。取得
用地の周辺は、上下水道の未整備区
域となっていることから、必要な管
渠整備を行い、周辺住宅地と調和の
とれた環境整備に努めます。
　公営住宅については、公営住宅長
寿命化計画に基づき、トップ団地Ａ
棟の外壁塗装工事を計画的に実施い
たします。
　公園管理については、景観・防犯
の両面から安心して利用できるよう
樹木の剪定を行うとともに、青葉公
園の外周フェンスを更新し、安全な
公園管理に努めます。
〔交通環境の充実〕
　道路・橋りょうの整備につきまし
ては、引き続きふるさと団地や北中
央４条通りなど団地内道路の舗装改
修を実施するほか、視線誘導標の更
新など、道路付帯施設の適正な維持
管理に努めます。また、橋りょう長
寿命化修繕計画に基づき、夢色の橋
及び徳富ダムに通じる南幌加橋の補

修工事を実施し、施設の延命を図り
ます。
　冬期間の除排雪については、安全
な交通と冬期間の生活環境を確保す
るため、除雪機械の計画的な更新が
必要なことから、除雪専用トラック
１台を購入いたします。
　運行開始から４年目を迎えるデマ
ンド型公共交通は、日常生活の足と
して重要な役割を果たしています
が、地域の人口減少と相まって利用
者は減少しております。今後、運行
事業者と連携を図り、効果的な交通
体系を検討してまいります。

２　みんなでつくる健やかなまち
　二つ目は、『みんなでつくる健や
かなまち』でございます。
　社会環境の多様化、少子高齢化の
急速な進行により、社会全体の仕組
みが大きく変わろうとしておりま
す。安心して子育てができる環境を
整備し、高齢者や障がい者が可能な
限り、住み慣れた地域で健やかに暮
らせるまちづくりを進めてまいりま
す。
〔児童福祉の充実〕
　急速に少子化が進む中、子育て支
援の充実を図るため、児童館南側の
芝生スペースに乳幼児を対象とした
水遊び場を設置し、幅広い遊びの空
間を提供いたします。
　第３子以降の支援策として、保育
園及び幼稚園の保育料を全額無料化
にし、子育て世帯の経済的負担の軽
減を図ります。
　就業と育児が両立できるよう、新
十津川保育園に通園する児童を対象
に、病気や怪我の回復期において、
滝川市内の看護付き専用施設に預け
入れる「病後児保育」を滝川市の協
力をいただき開始いたします。
　平成25年から放課後児童クラブを
試行的に実施してまいりましたが、
安定した運営の体制が整いましたの
で、本年４月から小学生を対象に本
格実施いたします。
〔障がい者福祉の充実〕
　障害者総合支援法及び第４期障が

い福祉計画に基づき、各種支援を行
うとともに、障がい者の方が自立し
た日常生活を送ることができるよ
う、相談支援と障がい者のニーズに
あったサービスの提供に努めます。
〔高齢者福祉の充実〕
　高齢者の積極的な社会参加を図
り、充実した生活が送れるよう、ふ
るさと学園大学の充実を図り、ゆめ
りあ部会やシニアいきいきクラブな
ど、部会活動の支援を行います。
　冬期間において高齢者が安心して
暮らせるよう、除雪作業を行うこと
が困難な高齢者世帯に対し、除雪費
用の一部を助成し、経済負担の軽減
と在宅生活を支援いたします。
　地域包括支援センターは、これま
で雨竜町と共同で進めてまいりまし
たが、介護予防・日常生活総合支援
事業への移行に伴い、本町単独で運
営することにいたしました。今後の
介護予防事業は、高齢化の進行とと
もに多様な支援が必要となることが
予測されますので、実態に即したき
め細かな生活支援サービスの提供に
努めてまいります。
　本年は、老人クラブ連合会が創
立50年の大きな節目を迎えることか
ら、記念すべき周年事業に対し支援
するとともに、今後も仲間づくりや
地域で支え合う活動の充実を図って
まいります。
〔健康づくりの推進〕
　予防接種事業については、日本脳
炎の予防接種が本年４月から北海道
全域において定期接種となることか
ら、本町においても対象者に対して
指定医療機関での無料接種を実施
し、感染予防に努めます。また、イ
ンフルエンザによる重症化を防ぐた
め、妊婦及び中学生以下のインフル
エンザ予防接種費用の無料化を継続
するとともに、高齢者に対する接種
費用の助成額を拡大いたします。
　成人の健康診査については、各種
がん検診や肝炎検診等の自己負担額
をワンコインの500円で実施すると
ともに、75歳以上の後期高齢者の健
診についても、貧血や心電図などの
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健診項目を追加し、受診率の向上と
疾病の早期発見による重症化予防に
努めます。
　母子保健対策として、新たに２歳
４カ月から７カ月の幼児に対する健
康相談を追加し、子どもの健やかな
成長を促すため、切れ目のない支援
を継続してまいります。
　妊婦健診については、本年度から
超音波検査（エコー検査）について
助成回数を６回から14回に拡充する
ことで、正常な妊娠経過をたどり、
子どもを安心して産み育てられる環
境づくりに資してまいります。
　不妊治療については、治療を受け
ている方への経済的負担を軽減する
ため、１回の治療費が高額な特定不
妊治療費助成に加え、一般不妊治療
費助成制度を新たに設けます。
〔医療環境の充実〕
　子どもの医療費助成事業について
は、子どもを育てる世帯の医療費負
担の軽減を図るため、保険医療費の
無料化の範囲を中学生以下から高校
生以下までに拡充いたします。

３　みんなでつくる豊かなまち
　三つ目は、『みんなでつくる豊か
なまち』でございます。
　本町は、稲作を中心とする農業を
基幹産業として発展してきました。
この農業が将来にわたって着実に成
長していくよう努めるとともに、林
業、商業、工業及び観光の振興に向
けた支援を行い、地域経済の活性化
と雇用の場を確保し、活気あふれる
豊かなまちづくりを進めてまいりま
す。
〔農業の振興〕
　農業従事者の担い手対策として、
北海道やピンネ農業公社と連携を図
り、就農を目指す方を支援するとと
もに、農作業の省力化と効率化を図
る観点から、無人ヘリコプターの免
許取得経費に対し助成いたします。
また、現在１名の地域おこし協力隊
員が農業支援員として活動してお
り、さらに１名の協力隊員を募集い
たします。今後、新規就農や地域の

特産品開発に結び付く取組みに期待
するところであります。
　農産物のブランド化については、
農業所得の向上を図るため、安全・
安心な農産物を町内外に広くＰＲ
し、さらなる販路拡大やブランド化
への支援を行います。
〔林業の振興〕
　町有林・民有林の保護育成では、
幌加町有林の下草刈りのほか、開町
100年、120年を記念して植樹した学
園町有林（百年の森）や創造の森の
下草刈りを行い、適正な管理と町民
に親しまれる森林空間の整備に努め
ます。
　間伐材などの森林資源未利用材を
活用した木質バイオマスの検討につ
いては、公共施設等での事業化につ
いて調査研究を進めます。
　林道網の整備では、北美沢線の道
路横断側溝が埋塞しているため、側
溝清掃を行い適正な林道管理に努め
ます。
〔商工業の振興〕
　中小企業等の経営支援では、ここ
数年、事業者の利用が少なかった中
小企業等近代化促進条例を見直し、
店舗の新設や直売所の設置、商工観
光事業の集客向上のための取組みを
支援する「新十津川町中小企業者応
援条例」を新たに制定いたします。
また、企業が新・増設した施設及び
その施設のために取得した土地に対
する固定資産税の優遇期間を現在の
５年から10年に延長し、企業の負担
軽減を図り事業の安定的な継続を支
援いたします。
　購買力の町外流出を防ぐため、商
工会が実施するスタンプラリー抽選
会や商工会に加盟している各事業所
を紹介するパンフレットの作成な
ど、地元消費拡大のための取組みに
対し支援いたします。
〔観光の振興〕
　北海道日本ハムファイターズとの
パートナー協定の締結に伴い、本年
度、第30回を迎える「ふるさとまつ
り」において、日本ハムファイター
ズに関連した遊具の設置、ファイ

ターズガールの出演などのアトラク
ションを用意し、来場者に満足して
いただけるイベントを実施いたしま
す。
　本町の観光キャラクター「とつか
わこめぞー」は、町内外のイベント
に多くの出演依頼が来ていることか
ら、出演や参加の機会を増やし、本
町の知名度とイメージアップを図り
ます。
〔雇用の創出〕
　町内で就農を目指す方を対象に、
就農のための研修と就農後の安定し
た経営が定着するよう、ピンネ農業
公社が中心にきめ細かな支援を行い
ます。また、町内の企業が新規従業
員を雇用するなどの積極的な取組み
にも支援してまいります。

４　みんなでつくる安心なまち
　四つ目は、『みんなでつくる安心
なまち』でございます。
　昨年、北関東を襲った豪雨災害は、
河川に囲まれた本町にとって脅威と
不安を感じる出来事でした。幸いに
も、ここ数年、本町では大きな災害
がありませんが、全国各地で起きて
いる洪水や地震、豪雪による災害を
無視することはできません。
　災害と向き合い、事前に被害を最
小限にとどめる「減災」を災害対応
の基本理念とし、行政と地域、町民
とが相互に協力し合い、人命尊重を
第一に日頃からの防災意識の向上と
減災への取組みに努めてまいります。
〔防災体制の充実〕
　過去に起きた阪神・淡路大震災や
東日本大震災の初期段階において
は、地域住民の対応や行動が被害者
数の多寡に大きく影響することが伝
えられています。自らの身を守る「自
助」と近隣住民が互いに助け合う「共
助」が一層重要となります。
　このことから、地域の協力の下、
災害時要支援者の支援体制を整備す
るとともに、全ての行政区において
自主防災組織が設立されるよう支援
いたします。また、防災に関する意
識の高揚と災害のための準備が講じ
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られるよう、住民を対象とした地域
防災力強化セミナーを開催いたしま
す。
〔消防・救急体制の充実〕
　防火については、婦人防火クラブ
や少年消防クラブの活動の充実、地
域での消火訓練の実施など、町民に
対し幅広い啓蒙活動を進めてまいり
ます。
　消火対応については、車両購入か
ら25年が経過した新十津川支署の水
槽付きポンプ車を更新いたします。
現在の水槽容量３トンを５トンに増
やし、泡消火薬剤による消火設備を
装備した車両に更新し、迅速な消火
体制を整えます。
〔生活安全体制の充実〕
　本年２月末で、町内の死亡交通
事故死ゼロが連続1400日を超えまし
た。今後も安全・安心推進協会及び
交通安全指導員との連携により、交
通安全意識の啓発に努めてまいりま
す。
　交通安全指導車につきましては、
導入から17年が経過し、車両更新を
計画していたところ、新十津川ライ
オンズクラブ様から創立50年を記念
して「交通安全施設の整備に役立て
てほしい」と寄附の申し入れがあっ
たため、車両更新の財源として活用
させていただきます。

５　みんなでつくる学びのまち
　五つ目は、『みんなでつくる学び
のまち』でございます。
　昨年、私が主宰となって設置した
総合教育会議では、教育委員会と連
携を図りながら、教育に関する施策
の大綱を策定させていただきまし
た。平成28年度は、総合戦略の目指
すべき姿として掲げた「子育て支援
と教育を核とした子どもの笑顔があ
ふれるまち」の実現に向け、重点的
に取り組んでまいります。
　なお、教育行政につきましては、
教育長の教育行政執行方針により、
詳細に説明がございますので、私か
らは控えさせていただきます。

６　みんなでともに歩むまち
　六つ目は、『みんなでともに歩む
まち』でございます。
　平成23年１月に施行した「まちづ
くり基本条例」の精神のもと、これ
までに「協働のまちづくり」を町政
の中心に据え「情報共有」、「住民参
加」によるまちづくりに取り組んで
まいりました。
　この間、総合行政審議会委員をは
じめ、多くの町民の皆様から、まち
づくりに対するご意見をいただきま
したので、これらを真摯に受け止め、
町政に反映するとともに、今後にお
いても町民の皆様が町政に参加しや
すい環境づくりの推進に努めてまい
ります。
〔住民参加の促進〕
　平成18年１月の行政区再編成から
10年が経過しました。行政区間の人
口変動が生じていることから、実情
に即した行政区活動支援交付金の見
直しを行うとともに、地域サポー
ター職員制度を継続し、地域活動の
支援に積極的に取り組んでまいりま
す。
　また、行政区自治会館の耐震化計
画に基づき、本年度は、菊水区自治
会館と弥生区自治会館の建て替えを
行いますので、住民活動の拠点の場
として、なお一層ご活用いただきた
いと存じます。
　町のホームページは、デザインを
刷新するとともに、移住・定住、観
光に特化したコンテンツを作成し、
総合戦略推進のための情報発信ツー
ルとしての充実を図ります。
〔行政の効率的な運営〕
　役場庁舎については、耐震性能を
満たしておらず、修繕等の維持経費
も年々増大していることから、現在、
庁舎建設に向けた検討を行っており
ます。本年度は、多くの町民の皆様
のご意見を参考に、庁舎建設に係る
基本構想を策定するとともに、建設
に必要な財源を確保するために「新
十津川町庁舎建設基金」を設け、一
定額を計画的に積立て、財政負担の
軽減に努めます。

　本年４月からの電力小売全面自由
化に伴い、役場庁舎を含めた13の公
共施設で新電力を導入し、行政コス
トの削減に努めます。
　ふるさと応援寄附金については、
これまでに５千人を超す寄附者から
８千万円にも及ぶ寄附金をいただき
ました。町の歳入の確保はもとより、
町内の農産物や特産品の利用にも大
きく貢献しております。本年度は、
新たな返礼品を充実させ、より多く
の寄附者が募れるようクレジット決
済を導入し、産業振興の一助として
寄不するよう取り組んでまいります。

　以上、平成28年度の町政の執行に
ついて所信の一端を述べさせていた
だきました。
〔むすびに〕
　急速な人口減少と少子高齢化が進
行する中、これからの地方自治体
は、地域の実情に応じ、地方の創意
と責任で「地方創生」を推進し、人
口減少対策を講じていくことが強く
求められております。本町は、これ
までしっかりと足元を見つめ、町民
一人一人の格別なご理解とご協力の
もと、行財政改革を推進し、健全な
財政基盤を築き上げてまいりました。
　これまでの健全財政を堅持しつつ
も、産業の振興、子育て支援、教育
環境の充実、そして高齢者支援に
しっかりと取り組み、町民の皆様が
「住んで良かった」、町外の方から「住
んでみたい」と思えるまちづくりの
ため、私は町民の先頭に立って力の
限り尽くすところであります。
　町民の皆様、町議会議員の皆様の
ご理解とご協力を心からお願い申し
上げ、「平成28年度の町政執行方針」
の結びといたします。
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　　環境の保全①　環境の保全

環境を保全する活動	 19万円

空き家対策	 52万円

墓地の維持管理	 344万円
（担当：住民課住民活動グループ）

（担当：住民課住民活動グループ）

（担当：住民課住民活動グループ）

（担当：住民課住民活動グループ）

　環境保全に関する職員の研修に参加します。
　また、町の施設や敷地内で発生した蜂の巣を駆
除します。
　なお、私有地に発生した蜂の巣の駆除について
は、その土地の所有者または使用者が、専門業者
などに駆除を依頼してください。

○危険空き家対策
　町内の危険空き家対策を進めるための審議会を
開催します。
　また、危険が迫った空き家への応急措置や町か
らの指導などにより、危険空き家を除却する際の
補助を行います。
　町内の空き家で、建築資材の飛散や倒壊の可能
性が高いなどの危険空き家がありましたら、情報
提供をお願いします。

○空き家バンク
　本町のホームページ上に、本町の空き家、空き
地、アパートの情報を掲載しています。
　なお、空き家バンクへの情報の登録には、所有
者の申し出が必要となります。

　各地区の墓地や弥生霊園の維持管理を行います。
　平成28年度は、弥生霊園の残りが２区画となっ
たことから、空きスペースを利用して11区画を造
成します。
　また、老朽化した吉野墓地の安全柵を取り替え
ます。

＜財源内訳＞
　使用料　　　 68万円
　町の負担　　276万円

　町の施設や敷地に不法投棄されたごみの処分と、
不法投棄防止のための対策を行います。
　なお、私有地に不法投棄されたごみは、その土
地の所有者または使用者が管理や処理をすること
になりますので、日頃から不法投棄を未然に防ぐ
対策をお願いします。
　町の施設や敷地における過去５年間の不法投棄
の状況は、下表のとおりです。

【町の施設や敷地における不法投棄の状況】

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

テ レ ビ ７台 ８台 ９台 ３台 ５台

電化製品 ９台 ８台 18台 16台 ５台

タ イ ヤ ９本 23本 32本 109本 103本

そ の 他 ８件 22件 10件 13件 ９件

不法投棄ごみへの対策	 31万円
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　　生活基盤の充実②　生活基盤の充実

ごみ収集	 4440万円 ごみ埋め立て処理施設の維持管理	 702万円
（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　家庭から出されるごみの収集運搬や指定ごみ袋
の作成を行います。
　町環境基本計画では、１人が１日に出すごみの
量を平成31年度までに695グラムにまで減らそう
という目標を立てています。（平成26年度は722グ
ラム（前年比6.4％減））
　さらなる分別の強化や町が行っている無料回収
事業を活用し、今後もごみ減量にご協力をお願い
します。

【町が無料回収するもの】
　・小型家電製品（テレビなどを除く）
　・綿製品・衣服（下着などを除く）
　・廃食用油（固形のものなどを除く）

＜財源内訳＞
ごみ袋販売代金	 1500万円
資源物売り払い収入	 113万円
町の負担	 2827万円

　総進区にあるごみ埋め立て処理施設の管理運営
を行います。現在は「リサイクリーン」で細かく
砕かれたごみを埋め立てています。
　また、同じ敷地の中にある水処理施設の設備を
計画的に改修しています。
　平成28年度は、薬剤注入ポンプの交換と、経年
劣化した正面の門扉やフェンスを修理します。

＜財源内訳＞
ごみ処理業許可手数料	 1万円
町の負担	 701万円

公共下水道の整備	 1億2758万円 合併処理浄化槽設置の支援	 271万円
（担当：建設課都市管理グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　下水道管やポンプ場などの公共下水道施設の維
持管理と、流域下水道施設の運営費を負担します。
　また、民間企業による町道南４号線沿いの宅地
化に伴い、公共下水道の整備を進め、良好な住環
境の保全に努めます。

　対象地区内での合併処理浄化槽の設置費用の一
部を助成します。
　住宅新築時における設置のほか、中古住宅購入
の際の設置、くみ取り式からの切り替えも対象と
なります。
　なお、浄化槽管理者は浄化槽の保守点検、清掃
および指定検査機関（北海道浄化槽協会）が行う
検査が義務付けられています。

【助成の内容】
人槽区分 助成額
５人槽 34万3000円
６～７人槽 40万1000円
８人槽以上 50万8000円
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拡充

新規住宅のリフォーム助成	 2500万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　住環境の向上と町内経済の活性化を促進するため、町内の住宅を所有する方が町内の施工業者を利用し
て改修工事を行う場合に、助成金を交付します。また、中古住宅の取得助成と併せて、本制度の助成を受
けることができます。

【助成期間】　平成32年３月31日まで
【対象工事】　増築、改築、修繕、模様替え
【対象要件】　・町内の施工業者が行う改修工事
　　　　　　　・助成対象経費の合計が30万円以上の改修工事
　　　　　　　・平成32年３月31日までに完了する改修工事
【対 象 者】　・改修を行う住宅の所有者（現に居住している方）、
　　　　　　　　改修が完了する日の年度末までに当該住宅に居住する方
　　　　　　　・公租公課を滞納していない方（世帯員を含む）
【対象住宅】　・新築後５年を経過している住宅
　　　　　　　・一戸建ての住宅（店舗などとの併用住宅は、居住部分のみ）
【助成金額】　助成対象経費の５分の１（最大50万円）

※助成金の交付は、同一の住宅について１回限りとなります。

住宅の取得助成	 6155万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　人口減少の抑制を図り、本町への定住を促進するため、町内に住宅を新築または購入した方を対象に、
「住宅取得奨励金」を交付します。本制度は、平成26年４月から平成29年３月までの３年間として実施し
てきましたが、昨年作成した総合戦略に基づき３年間延長します。
【助成期間】　平成32年３月31日まで
【対象物件】　玄関、便所、台所、浴室、居室のある60㎡以上の住宅または併用住宅
【新築住宅】　新築または新築住宅を購入した場合
【中古住宅】　・過去に住居として使用していた住宅
　　　　　　　・昭和56年６月１日以降に建築した住宅
　　　　　　　・売買価格が300万円以上の住宅（その土地の購入費を含む）
　　　　　　　・申請者の親族（２親等以内の親族）が所有していたものは除く

物　件 申請者 施工業者 奨励金 ふれあい商品券

新 築 住 宅

転入者
町　内 200万円

左記の奨励金に加え、中学生以下の子
ども１人につき、15万円分のふれあい
商品券を交付します。

※奨励金、商品券の交付は１回限りで
す。

町　外 170万円

町　民
町　内 170万円

町　外 150万円

中 古 住 宅
転入者 ― 100万円

町　民 ― 70万円
※中古住宅の取得助成と併せて、下記住宅リフォーム助成制度を受けることができます。
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拡充 拡充

公営住宅の維持管理	 4902万円

民間アパート建設の助成	 800万円

都市公園の管理	 2883万円

住宅の耐震化などの助成	 720万円

（担当：建設課都市管理グループ）

（担当：総務課企画調整グループ）

（担当：建設課土木グループ）

（担当：建設課都市管理グループ）

　公営住宅381戸の維持管理を行います。
　また、平成24年度に策定した町公営住宅等長寿
命化計画により、トップ団地Ａ棟１工区（18戸）
の外壁塗装工事を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 1487万円
使用料（家賃など）	 1377万円
町の負担	 2038万円

【管理戸数の内訳】
大和方面 ８戸
橋本方面 102戸
中央方面 228戸
花月方面 20戸
総進方面 ２戸
徳富方面 21戸

　人口減少の抑制を図り、若年者層の居住の確保
を強化するため、町内に集合住宅を建設した方に
助成金を交付します。

【助成期間】　平成31年３月31日まで
【対象物件】　３戸以上／１棟
　　　　　　　25㎡以上65㎡以下／１戸

玄関、便所、浴室、台所、駐車場
１台分／１戸

【助成金額】　施工業者
　・町内業者
１戸あたり100万円
（１棟最大1000万円）

　・町外業者
１戸あたり60万円
（１棟最大600万円）

※ソーラーパネルなどの新エネルギーを利用する
場合には、助成金額を上乗せします。
（１棟につき最大200万円まで）

　憩いと交流の場として利用されている都市公園
を、安全安心に利用していただくため、遊具の点
検補修や園内の草刈り、樹木せん定などを行いま
す。
　また、公園施設長寿命化計画に基づき、公園施
設の計画的な補修や遊具などの更新を行います。
　平成28年度は、青葉公園フェンスの更新と、平
成29年度に改修を予定している公園の調査設計を
行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 550万円
パークゴルフ場管理協力金など	 37万円
町の負担	 2296万円

　従前の耐震診断、耐震改修工事と、新たに住宅
の解体工事に対して助成金を交付します。
　また、北海道の耐震計画の変更に合わせて、本
町の耐震改修促進計画を変更します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 190万円
道の補助金	 15万円
町の負担	 515万円

【助成の内容】

区 　 分 対　象 助　成　額

耐震診断 既存住宅 診断費用の３分の２
（最大４万円）

耐震改修
工 事

耐震基準を満
たさない住宅

改修工事費の５分の１
（最大100万円）

解体工事 50万円以上の
住宅解体工事

工事費の５分の１
（最大30万円）
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　　交通環境の充実③　交通環境の充実

町道改修の実施	 1億2317万円

橋りょう修繕の実施	 6810万円

（担当：建設課土木グループ）

（担当：建設課土木グループ）

　町道の舗装が古くなると、ひび割れ、わだち掘れ、凸凹などにより安全性が損なわれます。
　このように傷んだ町道を改修することにより、走行しやすい安全な町道に改善します。
　平成28年度に計画している路線は次のとおりです。

　町内135カ所に架かっている橋は、適切な時期に修繕を行うことで、長期間安全に使用することができ、
経費の削減にもつながります。
　町橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的に補修を行い、健全化に努めます。
　平成28年度に改修を計画している橋は次のとおりです。

①ふるさと団地内道路改修工事（平成27～28年度）
　・全体計画：ふるさと団地１号通り、２号通り
　　　　　　　ふるさと団地１条通り
　　工事区間：上記３路線
　　工事内容：舗装打ち替え　延長235ｍ
②南８号線舗装改修工事（平成28年度）
　　工事区間：国道275号線から弥生東１線まで
　　工事内容：舗装打ち替え　延長550ｍ
③北２線中通り舗装工事（平成28年度）
　　工事区間：北１号線から徳富川方向
　　工事内容：舗装新設　延長155ｍ
④北中央４条通り道路改築工事
　　工事区間：北中央４条通り、北中央１号通り
　　工事内容：道路改築　延長182ｍ

⑧南幌加橋補修工事（平成26～28年度）
　・全体計画：既設護岸補強、伸縮装置交換

高欄・排水管補修
　　橋　　長：54.0ｍ
　　幅　　員： 5.0ｍ
工事内容：伸縮装置交換

⑨夢色の橋補修工事（平成28年度）
　　橋　　長：111.2ｍ
　　幅　　員： 6.0ｍ
工事内容：橋面防水、橋台塗装、ゴム支承補修

⑤青葉団地舗装補修工事（平成28～29年度）
　・全体計画：青葉４号通り他団地内道路
工事区間：青葉２条、３条、５条通り

青葉４号通り
工事内容：舗装１層の上乗せ工事　延長532ｍ

⑥上総進西７線舗装改修工事（平成28～29年度）
　・全体計画：南９号西線から南10号西線まで
　　工事区間：南９号西線から南側530ｍ
　　工事内容：舗装打ち替え工事　延長530ｍ
⑦山間地道路整備工事（平成27～32年度）
　・全体計画：上吉野中央線等山間地道路
　　工事区間：福井谷線、花月台中央線乙の一部
　　工事内容：急な坂路の舗装、排水路の整備

補修設計業務
　⑩福井谷１号橋
　⑪大久保橋
　⑫井向橋車道橋
　橋りょう点検業務　15橋

＜財源内訳＞
　国の補助金	 4225万円
　町の負担	 2585万円
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町道の除排雪	 1億7688万円 路面・トンネルの調査点検	 1170万円
（担当：建設課土木グループ） （担当：建設課土木グループ）

　冬期間の快適な生活環境を守るため、安全な道
路の確保は欠かせません。
　町道の除排雪作業は、町が所有する機械15台と
受注業者の機械８台を使って行います。
　午前２時の時点で10㎝以上の降雪や吹き溜まり
がある場合に、午前３時から作業を開始し、午前
７時30分ごろまでに完了するように行っています。
　町道の除雪延長は、車道187㎞、歩道12㎞、排
雪延長は38㎞です。
　平成28年度は、老朽化した10トン除雪トラック
を更新します。

＜財源内訳＞
　国の補助金	 3080万円
　町の負担	 1億4608万円

　町道舗装の、ひび割れ、わだち掘れ、凸凹など
の調査を全町的に行い、今後に向けた道路改修計
画の更新を図ります。
　また、トンネルも点検し、安全安心な通行の確
保に努めます。

＜財源内訳＞
　国の補助金	 728万円
　町の負担	 442万円

地域公共交通の確保	 2072万円
（担当：総務課企画調整グループ）

　町内の交通手段を確保するため、町では北海道中央バスへの運行助成と併せて、予約制の「乗合タクシー」
と「乗合ワゴン」の運行費用を助成します。
　乗合タクシーは、徳富区と総進区、大和区の一部の地域から中央地区や滝川市内を往復する路線で、中
央地区から滝川市間のご利用はできません。また、乗合ワゴンは、中央地区、弥生区、花月区、旧上総進
区をエリアとして運行し、砂川市内に乗り入れする路線です。エリア内であればどこからでも乗降可能です。

【助成対象路線】
○北海道中央バス
　・ふるさと公園線平日５便、土日４便
　・滝川北竜線１日４便
　・滝川浦臼線１日５便
○新十津川北星ハイヤー（予約制）
　・乗合タクシー平日４便、土日祝日３便
　　（徳富区、総進・大和区の一部⇔	滝川市内）
○誠和運輸（予約制）
　・乗合ワゴン平日土曜３便、日曜祝日２便
　　（橋本町、みどり団地、役場、弥生区・
　　　花月区・グリーンパーク⇔	砂川市内）
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要

１　環境の保全

狂犬病の予防 9万円 飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付を行います

地域活動と資源リサイクルの奨励 45万円 空き缶などの資源ごみ回収事業を行う団体への奨励金です

火葬場施設の運営 292万円 火葬場施設「滝の川斎苑」の運営費です

ごみ処理施設の運営 6628万円 ごみ処理施設「リサイクリーン」の運営費です

燃やせるごみ焼却施設の運営 2653万円 ごみ焼却施設「中・北空知エネクリーン」の運営費です

し尿収集 795万円 し尿のくみ取りや運搬を行います

し尿処理施設（旧）の運営 138万円 平成26年度までし尿処理していた施設の維持管理を行います

し尿処理施設（新）の運営 661万円 新たなし尿処理施設（６市６町）の維持管理を行います

２　生活基盤の充実

町有住宅の維持管理 2185万円 町有住宅17戸の維持管理を行います

建築事務 21万円 建築法令や技術講習会などに出席します

都市整備の推進 15万円 都市計画審議会の開催や関係機関との協議を行います

水道企業団への負担金 2287万円 西空知広域水道企業団の水道整備に対する負担をします

農業集落排水の維持管理 2236万円 花月・大和地区の農業集落排水施設を維持管理を行います

吉野地区テレビ共同受信施設改修費の助成 56万円 吉野地区のテレビ共同受信施設の改修費用を助成します

３　交通環境の充実

町道の維持管理 4262万円 夏期の町道の維持や不良箇所の補修を行います

道路台帳の管理 120万円 整備が完了した町道の道路台帳を更新します

町道の維持車両の管理 1569万円 砂利道の路面整正や除排雪作業のための車両を管理します

除雪センターの管理 931万円 除雪センターの維持管理と事務所の改修をします

バス待合所の管理 5万円 バス待合所の補修を行います
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拡充子育て支援センター（児童館内）の運営	 773万円

得きっずカードの発行	 853万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　子育て支援センターは、子育て中の保護者の仲間づくりの場として開設し、子育てに係る悩みの相談や
育児サークル「ぴよぴよきっず」の活動支援を行っているほか、親子あそびや子育てからのリフレッシュ
を目的とした「子育てスクール」の開催、子育て支援センターのイベント、乳幼児健診の日程などを掲載
したお便りの発行を行っています。
　また、子育て支援ボランティア「だっこの会」と協力し、小学校の行事（学芸会など）や子育てスクー
ルなどの際に「ベビー＆キッズルーム（託児）」（１回200円）を行っています。
　平成28年度は、児童館南側に水遊び場を造り、親子でふれあう憩いの場を充実します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 97万円
道の補助金	 97万円
子育てスクールの参加料	 1万円
子ども夢基金	 226万円
町の負担	 352万円

　中学生以下の子どもや妊婦がいる世帯の生活を応援する
ため、対象となる世帯に５枚、得きっずカードを配布します。
　得きっずカードは、しんとつかわポイントカード会加盟
店と連携して行っており、カードのポイントが満点になる
と5000円分の金券として買い物や預金ができます。
　カードの有効期限は、平成29年３月31日までとなってい
ますので、忘れずにご利用ください。
　また、子育てスクールや図書館の行事などに参加すると
ポイントがもらえますので、ぜひご参加ください。

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 853万円

　　児童福祉の充実①　児童福祉の充実
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新規

新規放課後児童クラブの運営	 522万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　放課後児童クラブは、保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童を対象に、適切な遊びや生活の場
を提供し、子どもたちの健全育成を図るため開設します。
　利用にあたっては、運営費の一部を負担していただきます。
【開所時間】	
通常開所（月～金） 児童の下校時	～	午後６時30分

土曜日
学校の長期休業期間
振替休校日

午前８時00分	～	午後６時30分

【利用料】　月額1000円
　　　　　（利用しなかった月は利用料はかかりません）

＜財源内訳＞
国の補助金	 140万円
道の補助金	 140万円
利用料	 30万円
子ども夢基金	 212万円

【休所日】
日・祝祭日、年末年始（12/30～１/５）
館内一斉清掃日（８/14～16）
台風、大雪などの理由により、小学校が臨
時休校となる場合

児童館の運営	 654万円 保育園の運営と病後児保育	 7870万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ） （担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　子どもたちが安心して遊べる児童館を運営しま
す。
　児童館では、クッキング、バス遠足、ハロウィ
ン、クリスマス会など、楽しい行事を行っていま
すので、気軽に遊びに来てください。
　また、発達障がいや発育遅延が心配される児童
に対し、児童館活動を通して健全な育成を行うた
め、子育て支援アドバイザーを配置します。

＜財源内訳＞
行事の参加負担金	 1万円
子ども夢基金	 653万円

○保育園の運営（第３子以降の独自無料化）
　指定管理者（華園学園）に委託して保育園を運
営しています。
　また、平成28年度から第３子以降の保育料を保
護者の所得に関係なく無料にします。

○病後児保育（滝川市と連携）
　平成28年度から、新十津川保育園に入園する児
童を対象に、病気回復期の保育サービスを滝川市
と連携して、滝川中央保育所の専用の病後児保育
室で行います。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 1364万円
町の負担	 6506万円
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臨時福祉給付金の支給	 4886万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　賃金引き上げの恩恵を受けにくい基礎年金受給者への支援や消費税率引き上げによる影響を緩和するた
め、次の給付金を支給します。対象の方は、忘れずに申請してください。

【支給対象者・支給額】
①年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者）　支給額：３万円
　平成27年度の臨時福祉給付金の対象者で、平成29年３月31日までに65歳以上になる方
②臨時福祉給付金　支給額：３千円
　平成28年度分の町民税（均等割）が課税されていない方。ただし、次の方は除きます。
　・平成28年度分の町民税（均等割）が課税されている方の扶養親族など
③年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族年金受給者）　支給額：３万円
　②の対象者のうち、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方。ただし、次の方は除きます。
　・①の給付金の支給対象者
　（①・②・③は、生活保護制度内で対応される被保護者は対象になりません。）

＜財源内訳＞
国の補助金	 4886万円

地域生活支援事業	 587万円 障がい福祉サービスの提供	 2億3136万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ） （担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　在宅の障がい者および障がい児が、住み慣れた
地域で安心して生活するために、相談員による相
談や外出時の移動の支援、紙おむつなどの日常生
活に必要な用具の給付を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金　246万円
道の補助金　123万円
町の負担　　218万円

　障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮
らせるよう、サービスを提供します。
　また、個々のニーズに応じた適正なサービスを
提供するため、必要な情報の提供や助言を行い、
サービスの利用計画を作成します。

【主なサービスの内容】
　・家事などの援助
　・施設などでの昼間の活動支援
　・住まいの場の提供

＜財源内訳＞
国の補助金	 1億1482万円
道の補助金	 	5741万円
町の負担	 5913万円

　　障がい者福祉の充実

　　高齢者福祉の充実

②　障がい者福祉の充実

③　高齢者福祉の充実
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緊急通報システムの設置	 15万円 高齢者世帯等の除雪	 620万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ） （担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　高齢者や障がいのある方の不安の軽減を図るた
め、ボタンを押すと消防署につながる、緊急通報
システムの設置に係る費用を負担します。
　緊急通報システムは、受話器を上げることなく
状況を伝えることができ、話ができないときには
登録番号を確認して救急隊が駆け付けます。
　なお、緊急通報システムは、雨竜町との共同事
業で行っています。

＜財源負担＞
雨竜町の負担	 4万円
町の負担	 11万円

　高齢者世帯などの冬期間の生活を支援するた
め、２つの事業を行います。

○高齢者世帯等除雪費助成事業
　世帯全員が70歳以上で、かつ町民税非課税の世
帯に対し、居住する住宅の間口除雪や屋根の雪下
ろし作業を業者に委託した場合、費用の半分を負
担します。70歳未満でも障がい区分によって対象
となる場合があります。
作業区分 間口除雪 屋根の雪下ろし
上限額 ３万円 ２万円

○高齢者世帯の避難路確保
　高齢者や障がい者世帯の冬期間の緊急避難路を
確保し、在宅生活を支援するため、11月から３月
までの期間、除雪サービスを行います。
　除雪の範囲は、玄関から道路までの人が通れる
幅の通路とベランダや窓（家の中で１カ所）とな
り、サービス内容に応じて負担をしていただきま
す。
＜財源内訳＞
国の交付金	 91万円	 利用者の負担　32万円
町の負担	 497万円

介護予防・日常生活総合事業	 3208万円 シニアいきいきクラブの開催	 6万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ） （担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　介護予防事業の一部が介護保険から市町村事業
に移行し、より細かなサービスが提供できるよう
になりました。高齢者が地域で安心して生活が続
けられるよう、各種事業を推進していきます。
【主な事業の内容】
○訪問サービス事業
　時間や回数などが多様なホームヘルプサービ
スを行います。
○通所型サービス事業
　現行のデイサービスをはじめ、地域で展開す
るデイサービスやリハビリ事業行います。
○生活支援サービス
　配食や訪問活動と併せた安否確認やごみ出
し・書類の確認などの相談支援を行います。

　上記以外にも、ボランティア活動の推進、冬期
間の運動事業などを行います。
＜財源内訳＞
利用者負担金	 156万円
介護予防・日常生活総合事業負担金	 3052万円

　60歳以上の方を対象に、新たな仲間、新たな趣
味などを見つけるきっかけづくりを目的に、シニ
アいきいきクラブを開催します。
　平成28年度は、ノルディックウォーキング、ヨ
ガ、生け花、レクリエーションの４教室をゆめり
あなどで行います。

＜財源内訳＞
参加者の負担	 1万円
町の負担	 5万円



23

まちづくり読本＜予算版＞

２

ふるさと学園大学の運営	 59万円 老人クラブ連合会50周年事業の開催	 28万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ） （担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　高齢者を対象に、ゆめりあで、学習意欲の向上、
健康や体力の維持・増進などを目的とした講義を
年間９回開講します。ご利用しやすいように送迎
も行っています。
　平成28年度は落語や朗読劇などの講義も予定し
ています。

＜財源内訳＞
道の補助金	 7万円
町の負担	 52万円

　新十津川町老人クラブ連合会は、昭和41年8月
の創立以来、50周年という大きな節目を迎えます。
　今後のさらなる活動の充実に向け、10月実施予
定の記念事業費の一部を助成します。

【記念事業の内容】
　・記念式典、祝賀会の挙行
　・記念誌の発刊

健康づくり対策	 166万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　「健康プラン新十津川」（町健康増進計画）に基づき、皆さんが健康づくりに常に関心を持ち、自ら健
康増進に取り組んでいただけるように、健康づくり対策事業を行います。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 20万円
町の負担	 146万円
健康増進計画の項目 町の取り組み（保健事業） 町民の実践目標

身 体 活 動・運 動

○運動習慣の定着を図るため、ウォーキング
推進期間を周知
○ウォーキングを行うきっかけづくりを推進
　・ウォーキング頑張るキャンペーン
　・歩数計の無料貸し出し

毎日楽しく体を動かし、生活に運
動を取り入れましょう

栄 養・食 生 活 ○健康料理レシピ集の配布
○食生活を改善するため、個別に栄養相談

薄味を心掛け、バランス良く適切
な量を食べましょう

疾 病 予 防
（糖尿病・がん・
循環器疾患）

○受診率向上のため、健診受診を勧奨する家
庭訪問
○疾病の重症化予防のため、個別に結果説明
会

健康管理、生活習慣の改善のため
に健康診断やがん検診を受けま
しょう

　　健康づくりの推進④　健康づくりの推進
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拡充

拡充

拡充

子ども法定予防接種	 1501万円 インフルエンザ予防接種	 528万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

　予防接種法に基づき、子どもの予防接種を行い、
接種費用は、必要な回数分、全額助成します。
　平成28年度から、新たに日本脳炎予防接種が始
まります。日本脳炎は、日本脳炎ウイルスの感染
で起こり、ブタなどの動物の体内でウイルスが増
えた後、そのブタを刺した蚊がヒトを刺すことに
よって感染します。ヒトからヒトへの感染はあり
ません。発症した場合は、高熱、頭痛、嘔吐（お
うと）、けいれん、意識障害などの症状がでる病
気のため、予防接種で感染を防ぎます。

【子どもの予防接種】
ヒブ、小児肺炎球菌、ＢＣＧ、四種混合、二種
混合、不活化ポリオ、麻しん・風しん、日本脳
炎、水ぼうそう、子宮頸がん

＜財源内訳＞
子ども夢基金　1501万円

　インフルエンザ予防接種を指定医療機関で接種
した場合、妊婦、中学生以下の接種費用を必要な
接種回数分、全額助成します。
　また、65歳以上の高齢者には、昨年度までは接
種費用のうち１人１回1000円を助成していました
が、平成28年度からは助成額を拡大し、１人１回
1500円を助成します。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 69万円
町の負担	 459万円

成人健康診査	 324万円 がん検診	 960万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

　基本健康診査、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう
症検診、エキノコックス症検診を行います。
　また、平成27年度から開始したワンコイン（500
円）検診を継続し、全ての検診を500円以下として、
自己負担を軽減します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 50万円
保険者の補助金	 47万円
受診者の負担	 12万円
町の負担	 215万円
検診名 対象者 自己負担

肝炎ウイルス 未検査で40歳 0円
41歳以上の未検査者 500円

骨粗しょう症

30、35、40、45、
50、55、60、65、	
70歳女性

0円

30歳以上で上記以外
の女性 500円

エキノコックス症 ５年に１回 0円

　平成27年度から開始したワンコイン（500円）
検診を継続し、全てのがん検診を500円以下とし
て、自己負担を軽減します。
　また、町独自に30歳代女性の乳がん検診もワン
コイン（500円）で行います。

＜財源内訳＞
　保険者の補助金
　　　　　27万円
　受診者の負担
　　　　　117万円
　町の負担
　　　　　816万円

【ワンコイン（500 円）検診】
検診名 対象者
胃がん 30歳以上
肺がん 30歳以上
大腸がん 30歳以上
前立腺がん 50歳以上
子宮頸がん 20歳以上

卵巣超音波 子宮頸がん
検診受診者

乳がん 30歳以上
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拡充妊婦健康診査・相談事業	 472万円

不妊治療費の助成	 200万円

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　妊婦健康診査は、妊婦の方と赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものです。
　妊婦の方に受診票を交付し、指定医療機関での一般健康診査費14回分および超音波検査費の助成を行い
ます。
　平成28年度から、超音波検査の費用負担を６回分から14回分に拡大します。
　また、保健師・栄養士による妊娠・出産・子育てに関する相談を行い、子育てが始まってからも引き続
き相談を受けています。

＜財源内訳＞
　子ども夢基金	 472万円

　不妊治療に係る費用を助成し、出産・子育ての負担軽減を図ります。
　平成28年度からは、これまでの特定不妊治療に加え、新たに一般不妊治療についても助成対象になります。

【不妊治療の種類】

不妊治療の区分 治療内容の一例 助成額 助成対象となる要件

一般不妊治療
　・タイミング法
　・ホルモン療法
　・人工授精

１年間の治療費自己
負担額に対し、20万
円を上限

人工授精以外は、保険適用
となる治療が対象です。

特定不妊治療

　・体外受精
　・顕微授精
　・男性不妊治療
　（精巣内精子回収法など）

１回の治療費自己負
担額に対し、10万円
を上限

・北海道の特定不妊治療費
助成金の交付決定を受け
た方が対象です。

・男性不妊治療は、体外受
精（または顕微授精）を
行う過程で実施した場合
を対象とします。

＜財源内訳＞
子ども夢基金　200万円
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拡充 拡充後期高齢者健康診査	 146万円 乳幼児健康診査・相談事業	 67万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

　後期高齢者（75歳以上）の健康診査を行います。
　平成28年度から、検査項目（腹囲、貧血、心電
図、クレアチニン、尿酸、尿潜血）を追加して行
います。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 114万円
町の負担	 32万円

項　目 Ｈ27 Ｈ28

基　本

身長、体重、ＢＭＩ、
血圧、診察、中性脂肪、
ＬＤＬ、ＨＤＬ、
ＧＯＴ，ＧＰＴ、
γ-ＧＴＰ、ＨｂＡ１ｃ、
空腹時血糖、尿糖、
尿蛋白

身長、体重、腹囲、
ＢＭＩ、血圧、診察、
中性脂肪、ＬＤＬ、
ＨＤＬ、ＧＯＴ、
ＧＰＴ、γ-ＧＴＰ
ＨｂＡ１ｃ、空腹時
血糖、尿糖、尿蛋白

追　加

貧血（赤血球、Ｈｂ、
Ｈｔ）、心電図、クレ
アチニン、尿酸、尿
潜血

詳　細
(該当者のみ) 眼底

　子どもの健全な成長を支援するため、乳幼児健
康診査や相談、フッ素塗布、新十津川保育園と新
十津川幼稚園でのむし歯予防教室を実施します。
　平成28年度からは「２歳４～７カ月健康相談」
を追加し、保健師・栄養士・歯科衛生士が、子ど
もの誕生から切れ目のない支援を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金	 6万円
道の補助金	 6万円
町の負担	 55万円

後期高齢者医療保険の運営	 1億292万円 国民健康保険の運営	 3億9285万円
（担当：住民課戸籍保険グループ） （担当：住民課戸籍保険グループ）

　75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障がい
のある方が加入する後期高齢者医療制度は、道内
全ての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広
域連合が保険者として運営しています。
　町では保険証の発行や医療給付に関する申請の
受け付け、保険料の徴収などを担当し、町で収納
した保険料、事務費などを運営費として北海道後
期高齢者医療広域連合へ支払っています。

＜財源内訳＞
加入者の保険料	 6681万円
過年度保険料の還付金	 10万円
町の負担	 3601万円

　国民健康保険加入者の医療給付と保険運営は、
歌志内市、奈井江町、浦臼町、雨竜町、上砂川町、
新十津川町の１市５町で組織する空知中部広域連
合が行っています。
　保険運営を行う広域連合へ支出する負担金や保
険税の収納、保険税審議会の開催など、保険事業
を安定的に運営します。
　医療費を削減するため、加入者の40歳から74歳
を対象とした特定健診の個人負担を無料化し、病
気の早期発見・早期治療に努めています。

＜財源内訳＞
国の補助金	 899万円
道の補助金	 3095万円
加入者の保険税	 2億 828万円
町の負担	 1億4463万円

　　医療環境の充実⑤　医療環境の充実
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拡充高校生までの医療費無料化	 2485万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健
康管理を支援するため、高校生までのお子さんの
保険診療の医療費を全額助成します。
　北海道の補助制度では、助成の対象範囲が就学
前の入院および通院と小学生の入院のみで、一部
自己負担があります。
　町では助成内容を独自に拡大し、これまで乳幼
児から中学生までの保険診療の医療費の全額を助
成していましたが、平成28年８月診療分からは、
助成範囲を高校生まで拡大します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 286万円
高額療養費保険者負担	 12万円
子ども夢基金	 2187万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要

１　児童福祉の充実

児童手当の支給 9208万円 中学生以下の子どもを育てている方に手当を支給します

保育所広域入所負担金 115万円 町外の保育所へ通った乳幼児の負担金です

子ども夢基金積立金 30万円 子ども夢基金の利子を積み立てします

２　障がい者福祉の充実

自立支援医療費の給付 1077万円 人工透析などの医療費を助成します

補装具費の支給 178万円 身体に障がいのある方に補装具を給付します

重度心身障害者等介護手当の支給 36万円 重度障がい者を介護する方に手当を支給します

特別児童扶養手当の支給 3万円 障がい児の保護者に手当を支給します

重症心身障害者（児）機能訓練交通費の助成 16万円 機能訓練施設への交通費を助成します

精神障害者社会復帰施設等通所交通費の助成 78万円 社会復帰施設への交通費を助成します

障害児施設通所交通費の助成 14万円 障がい児通所サービス事業所への交通費を助成します

地域活動支援センター負担金 678万円 心身に障がいのある方の日中活動施設への負担金です

子ども通園センター負担金 114万円 障がい児の療育通所施設への負担金です

身障福祉協会の支援 4万円 身障福祉協会の活動を支援します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要

３　高齢者福祉の充実

ゆめりあ部会の運営 8万円 高齢者の趣味を通して仲間づくりや健康増進を図ります

レクワーカーの養成 23万円 レクワーカー養成の講習会への参加経費を助成します

福祉バスの運営 185万円 高齢者無料巡回バスやふるさと学園大学の送迎を行います

長寿を祝う会の開催 130万円 長寿を祝う会の開催を支援します

単位老人クラブの支援 95万円 町内の各老人クラブの活動を支援します

地域包括支援センターの運営 568万円 高齢者介護などの総合相談や介護予防支援事業所を運営します

生活支援体制の整備 577万円 高齢者支援の会議や地域コーディネーターの活動経費です

認知症などの支援体制整備 33万円 高齢者の成年後見制度利用を支援します

老人福祉施設入所措置事業 365万円 行政の措置による養護老人ホーム入所などに係る経費です

介護保険の運営 1億2573万円 空知中部広域連合を保険者とする介護保険を運営します

在宅要援護者の通院支援 14万円 バス利用が困難な高齢者を支援します

高齢者等居宅介護住宅改修費の支援 90万円 高齢者や障がいのある方の住宅改修費用を助成します

４　健康づくりの推進

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 303万円 高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を全額助成します

予防接種健康被害調査委員会の開催 3万円 予防接種健康被害調査委員会を開催します

保健事務 49万円 保健事業に関する事務事業を行います

成人健康診査２次健診 72万円 糖負荷検査や頚部エコーなどの詳細検査を行います

栄養指導 58万円 栄養相談や食生活改善支援を行います

健康体力増進室の管理運営 289万円 健康体力増進室（ゆめりあ内）の管理運営を行います

総合健康福祉センターの管理 4163万円 ゆめりあの管理運営を行います

５　医療環境の充実

訪問看護事業 84万円 訪問看護支援体制を整備します

救急医療体制の整備 96万円 休日や夜間に救急患者が受診できる医療体制を確保します

重度心身障害者の医療費助成 1949万円 重度障がい者の医療費の一部を助成します

ひとり親家庭の医療費助成 401万円 母子家庭や父子家庭の医療費の一部を助成します

未熟児養育の医療費助成 46万円 入院治療を必要とする未熟児の医療費の一部を助成します
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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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拡充

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
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　　消防・救急体制の充実

　　防災体制の充実

①　消防・救急体制の充実

②　防災体制の充実

滝川地区広域消防事務組合負担金	 2億2907万円
（担当：総務課総務グループ）

　消防組織の維持・充実のため、滝川市、芦別市、
赤平市、雨竜町とともに滝川地区広域消防事務組
合（一部事務組合）を設置し、その運営経費を各
市町村で負担しています。
　主な支出は、消防職員の人件費、消防署庁舎の
維持管理経費、消防団の運営費、消火栓などの消
防施設の整備更新費、消防車両の維持管理経費、
救急資機材の購入費などがあります。
　平成28年度は、老朽化した水槽付ポンプ車（平
成３年購入）を、泡消化薬剤が噴出でき、水槽容
量を３トンから５トンに増やしたタイプのものに
更新し、迅速な消火活動が図られるようにします。

排水機場の管理	 2650万円
（担当：建設課土木グループ）

　大雨による石狩川の水位上昇により、堤防内（私たちが住んでいる側）の河川の排水機能がストップし
た時に、ポンプで強制的に排水する施設が町内に７カ所あります。
　万が一の水害に備え、いつでも速やかに施設を稼動できるように、水防団による設備の設置訓練を行う
とともに、施設の点検整備を行います。

＜財源内訳＞
　国の補助金	 196万円	 道の補助金	 1070万円
　浦臼町の負担	 182万円	 町の負担	 1202万円

 

下徳富第２排水機場 

下徳富地区救急排水場 

下徳富第１排水機場 

袋地沼地区救急排水場 

弥生排水機場 

新十津川地区救急排水場 

志寸島排水機場 

救急排水場・排水機場 位置図 

下徳富地区救急排水場

下徳富第１排水機場

志寸島排水機場

新十津川地区救急排水場 

弥生排水機場

下徳富第２排水機場 袋地沼地区救急排水場
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安全・安心推進協会の支援	 114万円 消費生活問題の解決	 159万円

（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　町内の交通安全や防犯のために活動する新十津
川町安全・安心推進協会へ助成します。
　悲惨な交通事故の防止や窃盗などの犯罪撲滅に
は、地域住民が一丸となった自主的な取り組みが
不可欠です。
　安全・安心推進協会は、交通安全運動や青色回
転灯車両23台による防犯パトロール活動を行って
います。

　消費生活トラブルの相談窓口を設け、皆さんか
らの相談に応じ、解決策を提案します。
　また、契約トラブルやインターネットの架空請
求、送り付け商法、振り込め詐欺など、複雑なト
ラブルに関する相談に迅速に対応するため、滝川
地方消費者センター（0125-23-4778）に相談業務を
委託します。

＜財源内訳＞
道の負担	 125万円
町の負担	 34万円

地域防災力の強化	 35万円
（担当：災害対策事務局）

　いつ起こるか分からない災害から身を守るには、日ごろから災害をイメージしておくことが大切です。
　町では、皆さんに防災知識を身に付けていただく機会を提供するとともに、防災体制の整備を図ってい
ます。
○防災研修会の開催
　大学の先生を招き、皆さんを対象に、自主防災組織の重要性や家
庭での防災対策について考える研修を行います。
○避難支援
　災害が起こった時に自分で避難することが困難な方と避難のお手
伝いをしていただける方（避難支援者）のマッチング（組合せ）を
行います。
○非常用電源の整備
　会館の建て替えに併せて、停電時でも速やかに発電機で照明やス
トーブの電源が確保できるように、発電機専用のコンセントや照明
を整備します。
（整備済み：大和区、橋本区、みどり区、青葉区、中央区、徳富区）

　　生活安全体制の充実③　生活安全体制の充実
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交通安全施設の管理	 27万円 交通安全の推進	 449万円
（担当：住民課住民活動グループ） （担当：住民課住民活動グループ）

　橋本、花月の検問所や弥生交通安全看板などの
維持管理を行います。
　平成28年度は、昨年の台風により一部損傷し、
また、支柱の損耗も著しい幌加の交通安全看板を
撤去します。

撤去する看板

　交通安全指導員16人の活動や交通安全指導車の
管理を行います。
　平成28年度は、新十津川ライオンズクラブから
寄附を受け、平成11年式の交通安全指導車を更新
します。

＜財源内訳＞
寄附金	 200万円
中空知交通災害失済事務交付金	 10万円
町の負担	 239万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要

２　防災体制の充実

災害用備品の管理 18万円 発電機や衛星電話などの備品を管理します

防災センターの管理 16万円 防災資機材が保管されている防災センターを管理します

防災無線の管理 623万円 新規貸し出し用の戸別受信機を30台購入します

災害救助物資の備蓄 10万円 保存期限が近づいた缶詰などの備蓄品を更新します

遭難対策 6万円 山での遭難者発生時に捜索活動を支援します

被災施設の復旧 1242万円 災害で被害を受けた道路や河川を復旧します

樋門樋管の管理 103万円 北海道から委託を受けた樋門樋管の操作を行います

河川の維持管理 1774万円 町管理河川の土砂除去や河川愛護組合の活動を支援します

徳富川ラブリバー推進協議会の支援 13万円 徳富川の環境保全活動を行っている団体の活動を支援します

融雪出水災害の防止 30万円 雪でふさがった河川の雪割りを行い、河川の増水を防ぎます

３　生活安全体制の充実

中央地区市街街路灯の維持管理 444万円 中央地区市街地の街路灯の維持管理を行います
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拡充

小中学校教育の推進	 1282万円 小学校学習支援サポーター・中学校学力向上推進講師の配置	1037万円
（担当：教育委員会学校教育グループ） （担当：教育委員会学校教育グループ）

　児童生徒の学習環境の整備、学力向上、特別ク
ラブ活動（スクールバンド、獅子神楽、合唱）な
どを推進します。
　また、幅広い分野から課題を設定し、学ぶこと	
ができる総合的な学習に取り組みます。
　そのほか、健康な体を育む朝ご飯の大切さなど、
基本的な食生活の大切さを学ぶ食育を栄養教諭や
栄養士、町食生活改善推進員を中心に推進します。

　小学校では、基礎・基本の確かな定着を目指し、
個別の学習指導を行えるように、小学校１、２年
生の授業に学習支援サポーターを２人配置します。
　また、中学校には、数学の授業などにおける少
人数指導などのきめ細やかな学習指導により、効
果的で確実な学力の定着を図るため学力向上推進
講師を１人配置します。

教科担任講師・充実指導講師の配置	 500万円 育英奨学金の貸付	 3048万円
（担当：教育委員会学校教育グループ） （担当：教育委員会学校教育グループ）

　児童が小学校の学級担任制から中学校の教科担	
任制に円滑に移行できるよう、町独自で小学校に	
専門講師を１人配置し、指導体制の強化と児童の	
学習意欲の向上を図ります。
　また、中学校教育の指導充実を図るため、	町独
自に専科指導講師１人を配置します。

　町民の子どもで、大学、短大、高等専門学校、
高校、専修学校または各種学校（修業期間が１年
未満のものを除く）の学生や生徒のうち、学費の
支払いが困難で、健康で学習意欲のある人に無利
子で奨学金を貸し付けます。
　返済は、貸付期間終了から１年を経過した後、
分割で返済していただきます。
　平成28年度から、大学の奨学金の貸付額の上限
と返済期間を、下表のとおり拡充します。

～Ｈ27 Ｈ28～
入 学 金 20万円 28万円
奨学金月額 ２万円 ４万円
返 済 期 間 ７年 10年

　　学校教育の充実①　学校教育の充実
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新規

新規

新規私立幼稚園の就園支援	 1407万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　私立幼稚園に通園している園児の保護者を対象
に、所得状況に応じて幼稚園の入園料と保育料を
助成します。
　また、子育て支援の一環として、第３子以降の
園児の保育料を全額助成します。

学校給食の提供	 8390万円
（担当：学校給食センター）

　手作りの献立をより多く取り入れた安全安心な
学校給食を町内の小中学校、幼稚園、農業高校と
雨竜町の小中学校に提供します。
　より安定した学校給食の提供のため、調理と食
器の洗浄を民間事業者に委託します。
　また、子育て支援の一環として、町内小中学校
に在籍する第３子以降の児童生徒の学校給食費を
助成します。

＜財源内訳＞
保護者の負担	 4717万円
雨竜町の負担	 644万円
町の負担	 3029万円

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　子育て支援の一環として、遠距離の高等学校などへ通学する生徒の保護者に対し、通学費の一部を助成
します。
【対象者】
　本町の隣接する市町以外の高校、特別支援学校または高等専門学校へ通学する生徒の保護者
【対象要件】
　下記の区間の通学費を月額１万円以上負担している方

滝川市・砂川市の
駅・バスターミナル

～
通学している高校の最寄りの
駅・バスターミナル・停留所

【助成額】
　通学費の２分の１（上限２万円）
【算定例】

高校などの遠距離通学費の助成	 258万円
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拡充

　　社会教育の充実②　社会教育の充実

芸術鑑賞事業	 492万円

生涯スポーツの推進	 403万円

（担当：教育委員会社会教育グループ）

（担当：教育委員会社会教育グループ）

　たくさんの方に気軽にゆめりあホールに足を運んでもら
い、舞台芸術を身近に感じてもらえるように、さまざまな
ジャンルの公演を実施します。
　平成28年度は、楽器演奏、ピアノ連弾、演歌のほか、親
子向けのステージを予定しています。

【公演予定】
開催予定月 内　　容
６　月 陸上自衛隊第11音楽隊コンサート

８　月
栗コーダーカルテット＆ビューティ
フルハミングバード（楽器演奏・歌）

10　月 キヨヅカ☆ランド（ピアノ連弾）
１　月 石原詢子・西田あい歌謡コンサート

▼栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード

▼石原詢子・西田あい歌謡コンサート

　スポーツクラブが主体となり、皆さんが手軽にスポーツ活動に取り組める環境をつくります。初心者や
運動が苦手な方でも、ライフステージや体力に応じてスポーツ活動ができるよう魅力的な教室やイベント
を提供します。
　小学生から高齢者までを対象に、フィットネス、ニュースポー
ツなどの分野を中心に、専門の指導者を招いて教室やイベント
を開催します。
　また、北海道日本ハムファイターズと連携した小学生ダンス
教室の開催も予定しています。

＜財源内訳＞
　参加者の負担	 32万円
　町の負担	 371万円

【開催予定】
区　　分 教室・イベント

フィットネス
ボディーメンテナンス、ウォーキング頑張るキャンペーン、ズンバ、太極舞、
小学生ダンス教室、エアロビクス、ノルディックウォーキング、ヨガ

ニュースポーツ スポーツ吹矢、フロアカーリング、キンボール
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地域全体での教育の推進	 171万円 青少年文化スポーツ元気事業	 135万円
（担当：教育委員会社会教育グループ） （担当：教育委員会社会教育グループ）

　地域全体で学校を支援する体制づくりを推進す
るため、地域全体で子どもたちの教育を考える、
青少年健全育成のつどいを開催します。
　また、生涯学習推進アドバイザーを１人雇用し、
とっぷ子どもゆめクラブの活動支援や本町の生涯
学習の推進に努めています。
　
＜財源内訳＞
　道の補助金	 95万円
　町の負担	 76万円

　児童生徒が文化スポーツ活動に取り組む環境づ
くりと、その世帯の負担軽減を目的に、町内の文
化スポーツ少年団（野球・サッカー・剣道・水泳・
卓球・一輪車・バスケットボール）へ年間活動費
を助成します。
　また、少年団、中学校部活動などのユニフォー
ム購入費の一部を助成します。

読書活動の推進	 2020万円 絵本とのふれあい	 26万円
（担当：図書館） （担当：図書館）

　図書館が皆さんの毎日の暮らしの中にとけ込
み、より一層、本に親しんでもらえるよう、図書
館司書を中心に、ギャラリー展示やイベントなど
を開催します。
　また、図書館司書と、平成28年度から配置した
学校図書館司書が連携して、本の素晴らしさを伝
え、児童生徒の読書環境の向上を図ります。
　このほか、一般、中高生、児童、親子向けの新
刊本や話題の本などをお知らせする図書館だより
を発行します。

　家庭での読書習慣の定着を目標として、ゆめり
あで３～４カ月児健康相談が行われる時に図書館
司書が出向き、乳幼児向けの絵本２冊と絵本バッ
クを贈呈します。
　平成28年度からは、本に接する機会を増やすた
め、２歳６カ月の幼児にも年齢に合った絵本２冊
を新たに贈呈します。

なまえ
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拡充

そっち岳スキー場の管理運営	 1693万円文化スポーツ大会の参加費助成	 220万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）（担当：教育委員会社会教育グループ）

　冬季スポーツ環境の充実のため、そっち岳ス
キー場の管理運営を行います。
　スキー場の運営に必要な経費のほか、リフトを
安全に管理するための整備や点検などを行い、ス
キー場を安全に利用できるよう管理します。

　予選を勝ち抜いて出場する全道・全国規模の大
会の出場経費を助成します。
　また、小中学生については母村交流を目的とし
た大会や招待を受けて出場する大会への助成も行
い、保護者の負担軽減を図ります。

体育施設の管理運営	 9441万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　スポーツセンターをはじめとする、ふるさと公園内の体育施設の管理運営を行います。
　平成28年度は、スポーツセンターサブアリーナの床の修理、ふるさと球場の傷んだフェンスの一部の補
修を行います。
　また、ピンネスタジアムスコアボードの点数表示などの不具合を解消するため、点数が順番に変わる巻
き取り式からＬＥＤ式の電光掲示に更新し、利用者が快適に使用できるように球場の環境を整備するとと
もに、全道・全国規模の大会や合宿を誘致し、来訪者の増加を図ります。
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事　業 予算額 事　業　概　要

１　学校教育の充実

新十津川農業高校の教育振興 400万円 新十津川農業高校に教育推進のための支援を行います

子どものいじめ対策委員会の運営 16万円 雨竜町と共同で子どものいじめ防止対策を行います

小学校校舎などの維持管理 2186万円 小学校の維持管理を行います

小学校の運営 223万円 小学校の円滑な運営のため臨時職員を配置します

小学校の保健活動 163万円 児童の健康管理を目的とした保健活動を行います

教職員の健康管理 80万円 町立学校職員の健康診断など健康管理を行います

教員住宅の維持管理 23万円 小中学校の教員住宅13戸の維持管理を行います

小学校特別支援教育の推進 318万円 支援員を雇用し、きめ細かな特別支援教育を行います

町立学校職員の教育研究 163万円 教職員の資質向上のため研究と研修を行います

小中学生芸術観賞会の開催 90万円 雨竜町と共同で芸術鑑賞を行います

小学校就学援助 232万円 要保護・準要保護児童世帯を援助します

中学校校舎などの維持管理 1739万円 中学校の維持管理を行います

中学校の運営 219万円 中学校の円滑な運営のため臨時職員を配置します

中学校の保健活動 52万円 生徒の健康管理を目的とした保健活動を行います

スクールバスの運行管理 1377万円 スクールバス４台の維持管理を行います

中学校特別支援教育の推進 165万円 個に応じたきめ細かな特別支援教育を行います

外国青年の招致 461万円 児童生徒や町民の英語教育を支援します

部活動の支援 720万円 必要な物品の購入と全道・全国大会出場旅費を支援します

中学校就学援助 287万円 要保護・準要保護児童世帯を援助します

学校給食センターの維持管理 1674万円 学校給食を提供するために施設を運営します

学校給食扶助費の交付 402万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要

２　社会教育の充実

社会教育委員の活動 35万円 社会教育委員７人の活動費です

成人式の開催 30万円 成人式を開催し、新成人をお祝いします

体験学習の推進 75万円 小学６年生を対象に通学合宿を開催します

児童生徒の十津川村訪問 161万円 小学５年生、中学１年生と教職員が母村を訪問します

青年団の母村交流 43万円 町青年協議会が母村を訪問し、十津川村青年団と交流します

社会教育活動の推進 96万円 社会教育や研修を行います

青年会館の管理 33万円 町青年協議会に青年会館の管理を委託します

改善センターの管理 1311万円 改善センターの維持管理とサロンの排煙窓の修理を行います

町ＰＴＡ連合会の支援 6万円 町ＰＴＡ連合会の活動を支援します

町女性団体連絡協議会の支援 14万円 町の女性団体の活動を支援します

青年協議会の支援 4万円 町青年協議会の活動を支援します

シニアリーダーの活動支援 11万円 子ども会の活動を支援する高校生の団体を支援します

アートの森の管理 1464万円 かぜのび（旧吉野小）のギャラリーの屋根を改修します

子ども会育成者連絡協議会の支援 79万円 町内の子ども会の活動を支援します

文化活動の推進 36万円 町民文化祭や町民音楽祭を開催します

伝統芸能継承団体の支援 37万円 獅子神楽保存会とおどり保存会の活動を支援します

文化活動団体の支援 24万円 文化協会や音楽協会、コーラス団体を支援します

開拓記念館の管理運営 194万円 施設の維持管理や歴史の保存、伝承を行います

スポーツ推進委員の活動 27万円 スポーツ推進委員７人の活動費です

社会体育の推進 32万円 ピンネシリ登山マラソンを共催します

スポーツ体験学習の推進 66万円 日本ハムファイターズによる少年野球教室を開催します

学校開放事業 9万円 学校体育館を開放する際の管理指導員への謝礼です

スポーツ指導者の養成 5万円 スポーツ指導者資格の取得費を助成します

体育協会の支援 21万円 体育協会を支援します

町民体育館の管理 130万円 中央体育館・大和体育館の維持管理を行います
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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



51

まちづくり読本＜予算版＞

６

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
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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



53

まちづくり読本＜予算版＞

６

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。
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◎外部評価とは
　町では、行政運営の成果を経済性、効率性、有効性
などから分析して評価し、業務を見直し、改善してい
く行政評価を平成14年度から始めました。
　そのひとつが外部評価で、総合行政審議会（総務部
会）委員が、行政内部だけでは気づきにくい課題や住民
と行政の意識の違いなどについて検証を行っています。
　行政事務のチェックは、町の監査委員が法令などに
基づき専門的な観点から監査を行っていますが、外部
評価はあくまでも住民の視点・感覚から町の施策や事
業を評価するという点で趣旨が異なっています。

【総合行政審議会（総務部会）委員】
部 会 長　照井　光一さん
副部会長　鈴木喜代子さん
委　　員　大畠　光敬さん　宮本　俊輔さん
　　　　　大井　義雄さん　上村喜美子さん
　　　　　村中　一美さん　
（住民生活部会より出席）
　　　　　笠井　正憲さん　伊藤　勝也さん

◎外部評価の実施
　平成27年度は、６月から８月にかけて合計５回の部
会を開催し、外部評価を行いました。
　評価の対象は、町が平成26年度に取り組んだ59施策
のうち９施策となっています。（次ページ以降）

◎外部評価の方法
　担当職員が作成した評価シートや担当職員との意見
交換などにより、目標に対する事業の効果について評
価を行い、今後の方向性や改善すべき点について提言
を行っています。

◎外部評価の結果
　総合行政審議会から、全体を通しての総括意見と各
施策に対する個別の意見が報告されました。町では、
評価結果を踏まえて今後の取り組み方針を決定し、改
善できるものから速やかに対応していきます。

◎総合行政審議会の総括意見

　急速な少子高齢化による人口減少に歯止めをか
けるとともに、大都市への一極集中を是正するた
め、平成26年12月にまち・ひと・しごと創生法が
制定され、市町村は、地方版の人口ビジョンと総
合戦略の策定が努力義務となり、本町も策定が進
められています。（平成27年10月に完成済み）
　さて、私たちの町は、町の目指す将来像「豊か
な自然　あふれる笑顔　みんなで創る　いきいき
未来」を実現するため、平成24年度から第５次総
合計画に基づき、協働のまちづくりを進めていま
す。
　今回の外部評価では、平成26年度に実施された
59施策の内、９施策について、町民の立場から評
価を行いました。
　町民との協働によるまちづくりを推進するため
には、情報や目的を共有することが重要であり、
町は分かりやすい、見やすい情報の発信が必要で
す。特にホームページについては、魅力的で検索
しやすいページを作成し、多くの方に町の事業を
知ってもらうことが大切です。
　そして、町民一人一人が自分たちの町の良さを
認め、生涯この町に住み続けたいと思えるまちづ
くりを進めてください。この取り組みも一つの総
合戦略になると思います。
　また、住民の意識や生活様式の変化、価値観の
多様化など、地域における課題が複雑・多様化し
ており、これまでの取り組みだけでは、解決は難
しくなっています。
　町民は、地域課題を自らの問題としてとらえ主
体的に活動し、相互連携しながらつながりを深め、
地域コミュニティーを活性化していくことが必要
だと思います。
【今回の審議を通じて共有した主な問題】
・子ども会以外の団体も参加した地域による資源
ごみ回収の推進

・高齢者向けの買い物、通院がしやすい住宅環境
対策

・若い方も楽しめる健康寿命の延ばすことを目的
とした介護予防事業

・若い方の健康診査受診率の向上対策
・企業支援事業の継続とインパクトある支援の検
討

・農業体験事業の拡大
・町外者の視点による観光資源の発掘
・気軽に町で消費生活相談ができる体制の構築
・固定化さているチケット販売方法の工夫
・開拓記念館の目的の再検討
・分かりやすく、見やすい広報やホームページの
作成

　総合行政審議会は、まちづくりに関する諸方策につい
て、体系的かつ総合的に審議し、推進するために設置さ
れ、公募委員と有識者委員の14人（定員20人）で構成さ
れています。
　審議会には、保健福祉・住宅・環境施策を審議する住
民生活部会と、行政評価を審議する総務部会の２つの部
会を設置しています。

ワンポイント～総合行政審議会とは～

　　平成27年度外部評価結果報告①　平成27年度外部評価結果報告
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外部評価調書【平成26年度に取り組んだ施策の外部評価】
政策
項目

施策
項目 平成26年度の主な取組み 総合行政審議会委員の意見

環
境
の
保
全

ご
み
減
量
化
・
リ
サ
イ
ク
ル
等
の
促
進

◆広報による、ごみの減量化や分別
方法の啓発
◆綿製品・衣服、小型家電、天ぷら
油の無料回収
◆資源ごみ回収事業を行う、子ども
会などの団体に奨励金を交付
◆家庭用生ごみ処理器購入助成事業
の実施（40台）
　など

①　衣類や小型家電の無料回収は大変良いと思いますが、役場への持ち込み
が大変な高齢者もいると思いますので、町が直接回収しにいくことができ
れば良いと思います。

②　マイバック使用の推進を強化し、使用者の増加に努めるのが良いと思い
ます。

③　資源ごみの回収事業について、子ども会を中心に行っていますが、他の
団体（ＪＡ青年部など）も協力できることもあると思いますので、検討し
てはどうかと思います。

生
活
基
盤
の
充
実

住
宅
の
整
備

◆住宅取得助成事業の実施
　新築：最大200万円（13件）
　中古：最大100万円（６件）
◆アパート新築助成事業の実施
　１棟最大600万円（０件）
◆住宅の耐震改修と省エネ改修に対
して助成する「安心すまいる助成
事業」の実施（０件）
◆公営住宅の維持管理や入退去事務
◆橋本団地４棟の改修工事
　など

①　高齢で、特に女性が１人になってしまったら、町に住み続けたくても買
い物や通院が不便になり、生活を続けるのが困難になってしまうと思いま
す。新しく人を呼ぶだけではなく、今住んでいる人を出さないようにする
政策や高齢者向けの公営住宅などの施設があれば良いと思います。

②　定住促進について、近隣の市町との住民の取り合いにならないよう、広
域的なＰＲが必要だと思います。

高
齢
者
福
祉
の
充
実

高
齢
者
の
介
護
予
防
の
推
進

◆元気な高齢者を対象にした冬季の
「らくらく運動教室」などの一次
予防事業を実施
◆要介護状態などになるおそれの高
い高齢者を対象とした通所型の二
次予防事業を実施
◆高齢者サロンモデル事業（徳富区）
を閉じこもり予防として冬期間に
実施
　など

①　やる気のある方は、介護予防運動教室などに自ら参加しますが、出ない方
は出ません。地域の声掛けや口コミにより参加者を増やすことが大切です。

②　元気な方はプライドもあり、年寄り扱いしてほしくないと思っています。
そのため、高齢の方が中心の事業で、子ども扱いされるような内容だと参
加したくありません。今流のやり方を取り入れながら内容をレベルアップ
させてほしいと思います。

③　介護予防一次事業は健康寿命を延ばすことを目的として、若い方を対象
として行ってはどうかと思います。

④　参加者の意見や要望を募り、みんなで事業で作っていくことで、自分達
の事業になり、それがまちづくりになると思います。

健
康
づ
く
り
の
推
進

疾
病
の
早
期
発
見
と
健
康
管
理

◆健診の実施
　20～29歳：基本健診（新規）
　30～39歳：基本健診
　40～74歳：特定健診
　75歳～　：後期高齢者健診
◆２次健診の実施　
　糖負荷・首のエコー検査など
◆がん検診の実施
　胃・大腸・肺・子宮・乳
　対象年齢の方に無料券を配布
　など

①　日本人の３人に１人ががんで死亡しており、また北海道のがん死亡率は
全国２位と高い状況です。がん体験を語り伝えるボランティア団体があり
ますので、招致し、生の声を聞いて、がんに対する意識を高めてはどうか
と思います。

②　健診の受診率向上のため、平日以外に土日も受診日を設けていますが、
もっと若い方への周知が必要だと思います。

③　健診の待ち時間が長く、半日かかることもありますので、会社員でも受
けやすい体制が必要だと思います。また、併せて事業者に対する健診への
理解を深める取り組みも必要だと思います。

商
工
業
の
振
興

中
小
企
業
等
の
経
営
支
援

◆事業資金のあっせんおよび当該融
資に係る利子の補給（12社）
◆施設や設備を増設に対した企業に
対し助成（２社）

①　企業への支援事業は、今ある企業や起業を検討している方への後押しに
なると思いますので、できる限り継続したほうが良いと思います。本町は
農業の町ですが、商工業がないと成り立たないので、企業を応援する制度
は重要だと思います。また、さらにインパクトのある支援制度ができれば
新たな企業も増えるかもしれません。

②　企業への支援事業について、農家は対象外とのことですが、ファームレ
ストランは対象とのことですので、６次産業化を進める上でも重要な事業
だと思います。
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町担当の所見 担当課

①　無料回収について、平成22年４月から綿製品を実施し、平成26年４月からは衣類を追加、また小型家電につ
いては平成24年４月から実施しており、回収量は年々増加しています。皆さんには、ご家庭のごみ袋や町の経
費の軽減にご協力をいただいておりますが、町が直接回収となると新たな経費負担の増加となることから、当
面の間は現在の回収方法でご理解をお願いします。

②　北海道の平成24年度の調査によると、レジ袋の辞退率は有料化実施前は27.9％でしたが、実施後は84.5％と
定着しています。本町においても同程度と思います。更なるごみ減量・リサイクルの促進に努め、今後も広報
やチラシなどで積極的にＰＲを行っていきます。

③　平成27年度は、子ども会や行政区など12団体が実施しており、資源の再利用化にご協力をいただいておりま
すが、会員数の減少からか回収量が減少傾向にあるため、引き続き多くの団体に登録をお願いしていきます。

住民課

①　今後は人口の減少が見込まれていることもあり、現在のところ高齢者向け公営住宅の新規建設など公営住宅
を増やす計画はありませんが、住民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、公共交通、除雪、見
守りなどの問題解決に取り組んでいきます。

②　定住・移住策について、町のホームページに移住・定住の専用ページを作成してＰＲを強化するほか、中空
知、空知の市町村と連携し、広域的にＰＲを進めていきます。

総務課

建設課

①　地区の老人クラブ加入者も高齢のため外出する機会が無くなりつつあるので、介護相談など住民との話し合
いの機会や運動教室の参加者からの口コミ情報をもとに、より多くの参加となるよう声掛けを進めていきます。

②　介護予防運動教室において、指導員を２人配置し、参加者の運動能力に応じた指導を行っています。本人の
やる気も考えて、参加者がレベルアップを意識できるように努め、進め方や内容を工夫していきます。

③　中年層を意識した参集範囲とすると、運動体力の差や人数の制限もあり、介護予防事業としての見定めが難
しくなりますので、若い方には、町のほかの事業への参加を促進させていきます。

④　運動教室などの全てのメニューを事業実施者側で用意することなく、参加者の意見や指導者からの多様なア
ドバイスをもとに事業を工夫して、参加の満足度の向上の努めていきます。

保健福祉課

①　本町の平成24年死亡者数83人のうち、がん死亡者数は29人で、死亡原因の第１位（34.9％）です。平成27年
度からは、がん検診の受診率を向上させるため、ワンコイン（500円）検診を実施しており、基本健診との同
時受診による受診率の向上や啓発を行い、早期発見や重症化の予防に努めていきます。

②　若年者健診は、20歳代は平成26年４月から、30歳代は平成25年４月から無料で実施しています。20歳代の対
象者全員に、往復はがきで受診勧奨し、電話申し込みのほか、はがきでも申し込みが出来るようにしています。
今後も若年者からの健診受診習慣を身につけてもらうように電話での再勧奨、聞き取りなどの活動を継続して
いきます。

③　社会保険などの健診は、事業者の責任において実施しています。がん検診などは町で受けることもできます
ので、商工会などの団体を通してのＰＲのほか、事業者にも直接に働きかけて健診に対する理解を深めていき
ます。

保健福祉課

①　ご意見のとおり町も重要と考えており、事業の拡充や期間の延長を行ってきました。今後についても、企業
（起業）に対する支援をより柔軟により強力に推進できるよう、平成28年度から新たな助成制度を始めます。

　（32ページ参照）

②　農家への６次産業に関する説明会の開催や地域おこし協力隊による都会在住者の新たな視点により、農産物
のブランド化や６次産業化、観光振興を進めており、併せて、上記と同じになりますが、起業に対する支援を
柔軟により強力に推進していきます。

産業振興課
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外部評価調書【平成26年度に取り組んだ施策の外部評価】
政策
項目

施策
項目 平成26年度の主な取組み 総合行政審議会委員の意見

観
光
の
振
興

都
市
と
農
村
の
交
流
促
進

◆都市に住んでいる中高生を対象
に、農業体験や農家に宿泊する交
流事業を実施
　など
【参加者は「しんとつかわで心呼吸。
推進協議会」会員の家に宿泊し、
毎年約900人の交流があります。】

①　農業体験の受け入れは、町や農業のＰＲになるので、今後も必要なこと
だと思います。また、受け入れ農家を増やすための取り組みも検討しては
どうかと思います。

②　これからの観光、交流事業は、植える、見る、収穫するなどの参加型を
取り入れ、事業の付加価値を高めていくことが必要だと思います。

③　ある村では、大学院の生徒を招き入れ、地域の魅力を発見する事業を行っ
ていますので、本町も検討してはどうかと思います。

生
活
安
全
体
制
の
充
実

消
費
者
対
策
の
充
実

◆滝川地方消費者センターへの業務
委託による消費者生活相談を実施
◆悪徳商法などの被害防止チラシの
作成・配布
◆町職員の消費生活相談スキルアッ
プ研修への参加
　など

①　消費生活トラブルの専門的な相談は滝川地方消費者センターに委託して
いますが、役場で相談できたほうが気軽に電話をかけられるので、職員で
対応できるように専門的な知識をつけていただけたら良いと思います。

社
会
教
育
の
充
実

文
化
活
動
の
促
進

◆文化活動団体の支援
　文化協会
　音楽協会
　コーラス団体
　獅子神楽保存会
　おどり保存会　など
◆町民文化祭や音楽祭の開催
◆鑑賞事業を実施
　白Ａテクノ
　陸上自衛隊音楽隊
　香澄民謡コンサート
　みのや雅彦コンサート　など
◆開拓記念館の運営や耐震補強工事
を実施
　など

①　文化祭や音楽祭のチケットの売り手を変更すれば、客が固定化されずに
いろいろな人に来てもらえると思います。また、毎年１つの行政区にチケッ
ト販売を依頼して、その行政区の人に来てもらえるようにすれば良いと思
います。行政区側も毎年依頼されるより、何年かに１回依頼されたほうが
協力してくれると思います。

②　文化祭や音楽祭で、子どもが主体のサークルを増やせば、親が見に来る
ので集客につながると思います。

③　開拓記念館について、歴史的資料などの保存施設なのか観光施設なのか、
目的を明確にするべきだと思います。保存が目的なら、現状を維持して保
存に努めれば良いと思います。開拓記念館は、二度、三度と見学する施設
ではありませんので、あまり負担のない範囲で維持していただきたいです。
観光が目的なら、珍しい資料の展示や職員などによる来館客への町の歴史
の説明、便りの発行など、集客の工夫が必要だと思います。

住
民
参
加
の
促
進

情
報
の
発
信

◆町広報誌や議会広報誌を発行
◆町の１年間の予算と決算や事業内
容分かりやすく説明した「まちづ
くり読本」を発行
◆ホームページの運営
◆防災無線による情報の発信
◆町内回覧物でのお知らせ
　など

①　ホームページについて、知りたい情報がどこに載っているか分からな
かったり、統計データなどが更新されていないので、情報提供に努めてく
ださい。また、古いデータは削除せずに残しておくことでデータベースと
なります。

②　広報について、情報が多すぎても読みづらいと思います。たとえば、十
津川村の広報はゆとりがあり、大変読みやすいので、本町も分かりやすい
広報をぜひ検討してください。また、町民の立場から意見や感想を述べた
り、掲載してほしい情報の提供や取材協力を行う広報モニター制度などを
検討し、町民が関心を持てるような取り組みも必要だと思います。
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町担当の所見 担当課

①　農業体験については、毎年約900人の学生を受け入れ、本町の農業を知ってもらい、そしてファンになって
もらうような取り組みを行っており、今後も継続していきます。また、受け入れ農家を増やす取り組みについ
ては、これまでも行ってきましたが、農家の減少や高齢化により、結果に結びついていない状況です。

②　現在も参加型の交流事業を実施しており、より付加価値が高まる事業となるよう検討していきます。

③　平成27年８月に、北海道大学の留学生を招き入れ、町内の魅力を発見する事業を行いました。今年も継続し
て事業を実施し、町民では気づかない本町の魅力を発掘していきます。

産業振興課

①　役場での相談件数は、平成26年度４件、平成27年度は３件と少ない状況ですが、今後も専門知識を有する滝
川地方消費者センターと連携を密にしていく一方、北海道の補助制度を活用し、積極的な研修会の参加などに
より相談に係る職員のレベルアップを図ります。また、広報やチラシなどにより住民に情報提供し未然防止に
努めていきます。 住民課

①　本町の芸術鑑賞事業のチケット販売箇所は、農村環境改善センター、ゆめりあ、くじら館、図書館、イース
ト文具商会、雨竜町公民館、水口新聞販売所（滝川市）、わしお新聞店（滝川市）、アートステージ空知（滝川市）、
砂川市地域交流センターゆうの町内５カ所、町外５カ所です。また、音楽協会や文化協会が主催の事業につい
ては、その協会員もチケットの販売を行っています。
　チケットの販売を行政区に依頼する場合、その行政区の方は鑑賞事業があることを認知しやすく、新たな観
客を掘り起こすことが可能になりますが、行政区役員などに掛かる負担が増えてしまう懸念があります。
　芸術鑑賞事業は、町民に優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供し、豊かな心を育むことが目的であることから、
幅広い方々に鑑賞していただけるような演目の検討を行っていきます。

②　本町の文化祭および音楽祭は、一般に混ざり、幼稚園・保育園園児や小中学校児童生徒のほか、各文化団体
会員として多くの子ども達が出演しています。また、それに伴い、舞台を一目見ようとする多くの保護者の方々
が応援に駆けつけており、子どもたちの集客力は計り知れません。
　子どもが主体のサークルを立ち上げ、文化祭、音楽祭に参加を促すことは、集客に繋がるとは思いますが、
立ち上げるには、どのジャンルのサークルにするのか、指導者は確保できるのかなどの課題があります。
　今後も、町内で活動している子どもたちの発掘に努め、老若男女問わず多くの方に観覧いただけるよう文化
協会や音楽協会の会員と内容の検討を行っていきます。

③　開拓記念館は、奈良県十津川からの移住によって拓かれた歴史を中心に、原生林の大地を美しい田園風景に
開拓した移住民の偉業をたたえ、その歴史を多くの人に伝える施設として開館しました。
　来館者は、道内はもとより、他府県からも本町や十津川村にゆかりのある人が展示品などに思いをはせ、類
まれな歴史を学ぶために多くの方が訪れております。
　このようなことから、開拓記念館は、本町の歴史を学び、先人の偉業を将来に語り継ぐ学習施設として大き
な役割を担っており、今後も本町の歴史的資料の収集と学術的な保存に努め、展示内容を工夫するなどして、
運営していきます。

教育委員会

①　ホームページを分かりやすく見やすくするために、平成28年度にトップページや全体的なデザインをリ
ニューアルします。また、データの更新に努めていきます。

②　毎年３月に実施している町民アンケートでは、多くの方にご覧いただいている結果となっていますが、未だ
文字数が多く読みにくいというご意見もあります。広報誌は、町民全ての方に行政情報を分かりやすく正確に
伝える大切な役割がありますので、今後においては、分かりやすく簡潔な内容となるよう努めます。
　また、平成28年１月からは町内の団体活動を紹介するコーナーを設け、町民の皆さんに関心を持っていただ
ける紙面づくりに取り組んでいます。

総務課
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　　職員の給与と職員数②　職員の給与と職員数
人件費の状況（一般会計当初予算）
平成
27年度
A

平成
28年度
B

増減
（B－A）
C

増減率
C／A

平成
28年度の
人件費率

千円 千円 千円 ％ ％
849,905 862,506 12,601 1.48 14.47

職員給与費の状況（一般会計当初予算）

区分

予算
計上
職員
数Ａ

給　　与　　費 １人当
たりの
給与費
B／A

給　料 手　当 期末・
勤勉手当

計
B

平成
28年度

人 千円 千円 千円 千円 千円
101 387,412 83,813 151,013 622,238 6,160

特別職・議員の給与の状況　　平成28年４月１日現在

区 分
給　　料　・　報　　酬

町　長 副町長 教育長

月 額 705,000 612,000 556,000

区 分 議　長 副議長 常任委員長
議会運営委員長 議　員

月 額 279,000 221,000 202,000 189,000

期末手当 4.15月分

ラスパイレス指数の状況

区 分 25年 26年 27年

指 数 値 104.8（99.1） 96.6 96.7

※（　）は給与減額実施後
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を100とし
た場合の地方公務員の給与水準を示した数

一般行政職職員の初任給の状況	 平成28年度

区 分 新十津川町 北海道 国家公務員

大 学 卒 176,700円 176,700円 176,700円

短 大 卒 157,300円

高 校 卒 144,600円 144,600円 144,600円

一般行政職職員の給与の状況	 平成28年４月１日現在

区 分 新十津川町

平 均 給 料 月 額 318,800円

平 均 年 齢 41.4歳

期末・勤勉手当の状況	 平成28年４月１日現在

区　分 期末手当支給率 勤勉手当支給率 計

６月期 1.225月 0.800月 2.025月

12月期 1.375月 0.800月 2.175月

計 2.600月 1.600月 4.200月

部門別職員数

部　　門
職　員　数（人）

25年 増減 26年 増減 27年 増減 28年

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政
部
門

議 会 2 0 2 0 2 0 2
総 務 26 0 26 2 28 ▲1 27
税 務 7 0 7 0 7 ▲1 6
労 働 0 0 0 0 0 0 0
農林水産 8 0 8 1 9 ▲1 8
商 工 5 ▲1 4 1 5 1 6
土 木 11 0 11 0 11 0 11
小 計 59 ▲1 58 4 62 ▲2 60

福
祉
関
係

民 生 13 0 13 ▲1 12 2 14
衛 生 8 0 8 1 9 0 9
小 計 21 0 21 0 21 2 23

一 般 行 政 計 80 ▲1 79 4 83 0 83

特別
行政

教育部門 13 0 13 ▲1 12 1 13
小 計 13 0 13 ▲1 12 1 13

公
営
企
業
等

下 水 道 1 0 1 0 1 0 1
国 保 3 0 3 0 3 ▲1 2
そ の 他 0 0 0 0 0 0 0
小 計 4 0 4 0 4 ▲1 3

総 合 計 97 ▲1 96 3 99 0 99
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　　行政機構図③　行政機構図
◇❖新十津川町議会（定数11人）
　議会は、町の意志決定機関で、条例の制定、予算の
議決、決算の認定、財産の取得や処分の承認などを行
います。

議長
長谷川　秀　樹

副議長
笹　木　正　文

　議会には、調査と審議を行う２つの常任委員会があ
ります。

総 務 民 生
常任委員会

委員長
西内　陽美

副委員長
小玉　博崇

委員
長名　　實　　笹木　正文
杉本　初美

経 済 文 教
常任委員会

委員長
安中　経人

副委員長
鈴井　康裕

委員
青田　良一　　白石　　昇
進藤久美子

◇❖町長の事務部局の機構（４月１日現在）
　住民課（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

中畑　　晃
(交通安全推進
事務局長)

平田　智子
(滞納整理推進
事務局長)

石本　吉晴
(交通安全推進
事務局次長)

戸籍保険
グループ
丸　　義史

大塚みちる
小木　浩亮
小林　美貴
中澤　優里

戸籍、住民票、印鑑証明、火葬の許可、国民健康保険、後期高
齢者医療、子ども・ひとり親・重度心身障害者医療、国民年金

住民活動
グループ

(石本　吉晴)
池田　雄介 渡辺　恵介

ごみ処理、し尿処理、環境保全、公害対策、合併処理浄化槽の
設置、畜犬登録、墓地、交通安全対策、交通安全推進団体との
連絡調整、交通災害共済、防犯、配偶者暴力対策、地域サポー
ター、防犯灯・街路灯、地域コミュニティ、消費生活、行政区
活動の支援

町税グループ
向井　利行

矢野　将崇
大山　幸成

中竹千香子
川田　一仁
松浦　拳斗

町道民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、
特別土地保有税、入湯税、国民健康保険税並びに後期高齢者医
療保険料の賦課および徴収、税の諸証明、土地家屋の評価およ
び租税教育

中空知衛生施設組合派遣 津辻　政季
（副主幹）

　産業振興課（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

後木　満男

富田　　豊
(農産物ブラン
ド化推進室長)
(新十津川物語
記念館長・文化
伝習館長)

農林畜産
グループ
平川　宏之

横山　芳徳
政所　正人

松尾　昭彦
伊賀　嵩将

農業振興、基盤整備、米の生産調整、担い手対策、農業制度資
金、農業近代化、農産物のＰＲ、有害鳥獣対策、畜産振興、公
共牧場管理運営、林業振興、治山、自然保護、山林緑化、内水
面漁業

商工観光
グループ
佐藤　武久

工藤　晃敬 安保　啓介
木村　　陸

商工業振興、中小企業対策、商店街整備、観光事業振興、ふる
さと公園、吉野公園、文化伝習館、新十津川物語記念館、特産
品、農林産物ＰＲ、物産館、サンヒルズ・サライ、ヴィラトッ
プ、農林産物処理加工施設管理運営

産業振興課
副主幹

野本　虎寿

◇❖新十津川町監査委員（定数２人）
　監査委員は、定例の監査のほか、決算の審査、現金
出
すい

納
とう

の検査、公金収納の審査などを行います。

代表監査委員
山　本　　　忍

監査委員
長　名　　　實

◇❖新十津川町三役

町長
熊田　義信

副町長
小林　　透

教育長
久保田純史
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　会計課（役場庁舎１階）
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容
会計管理者
谷口　秀樹 山田ひかる 公金の収納・支払関係

　総務課（役場庁舎２階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

寺田　佳正

媚山　孝裕

小松　敬典
(庁舎建設推進
事務局長）

総務グループ
西浦　美紀

笹木　裕一
加藤　和仁
新居　剛紀
矢野　文隆

箕田　和久
後藤　七海

秘書、情報公開、表彰、選挙、人権擁護、行政相談、職員の人
事・給与・研修・福利厚生、条例、規則、公文書、日直

財務・情報
グループ
窪田　謙治
(庁舎建設推進
事務局次長）

得地　史郎
(庁舎建設推進
事務局員）
一瀬慎太郎
神田　晃宏

石丸　拓憲
戸出　雄基

行政区会館管理、町の予算・決算、基金・積立金管理、町補助
金、町有地管理、車両・物品管理、企業誘致、ＩＴ推進、ネッ
トワークセキュリティ、統計調査、町史

企画調整
グループ
久保田篤司

森　　直文 駒田　　愛
坂本　純憧

町の政策立案、まちづくり人材育成、定住促進、土地利用、開
発行為、広報誌の作成・配布、報道機関との連絡調整、ふるさ
と応援基金

災害対策
事務局

事務局長
(小松　敬典)

事務局次長
(久保田篤司)

事務局員
（森　　直文）（駒田　　愛）

（坂本　純憧）

避難救助物資管理、自主防災組織の強化・育成、避難支援体制
の充実、国民保護計画、避難対策

空知中部広域連合派遣 坂本　　剛
由野　　格

北海道後期高齢者
医療広域連合派遣 新井　康平

　建設課（役場庁舎２階）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

村中　忠夫
岡崎　弘幸
(国営事業推進
事務局長)

都市管理
グループ
引地　忠志
(国営事業推進
事務局次長)

堀下　琢磨
(庁舎建設推進
事務局員)

穴吹　理絵
小林　　洋
新井　直樹

下水道受益者負担金、下水道使用料、工事入札、建築工事、建
築確認申請、建築基準法に関する相談・指導、都市計画、公営
住宅管理

土木グループ
千石　哲也

佐藤　　実
松原　智宏 板倉　和彦

道路占用、河川占用、道路台帳、道路・橋・河川・災害復旧工
事、道営土地改良事業、農道整備、林道管理、道路の維持・除
排雪、水防対策、河川・都市公園の維持管理、下水道の維持管
理、街路・都市公園の工事、防災無線施設の維持管理

建設課副主幹
長島　史和

技術長
(村中　忠夫)

技術次長
(長島　史和) 土木建築工事の検定、調査設計業務の検定

　保健福祉課（ゆめりあ）	 （　）は兼務職
課　　長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

野﨑　勇治
(総合健康福祉
センター長)

横山　幸昌
(総合健康福祉
センター次長・
子育て支援セン
ター長・児童館
長・地域包括支
援センター長)

健康推進
グループ
岡田　理恵

栗山　久枝

白石　隆之
勝見　梨恵
渡邉　歩美
加藤　りか

成人健診・相談・教育、母子健診・相談・教育・予防接種・栄
養相談、食品衛生、体力増進

介護・福祉
グループ
鎌田　章宏

桃井　隆宏
深瀬　直人
澁谷　綾華
岩崎　優乃

生活保護、民生児童委員、障がい者福祉、介護保険、在宅介護
相談・情報提供、福祉機器・用具

保健福祉課
副主幹

宮本　昌枝

子ども・高齢者
グループ
山下　隆司

石井　秀紀
原田　貢子

大家　英靖
千代崎文哉
梨木　　淳

総合健康福祉センター、児童館、放課後児童クラブ、子育て支
援センター、保育園、児童手当、ふるさと学園大学、ゆめりあ
部会、福祉バス、子育て支援、高齢者生きがい対策、慶弔福祉
事業、児童扶養手当、母子・寡婦福祉



63

まちづくり読本＜予算版＞

資
料

◇❖各委員会などの事務部局の機構（４月１日現在）
　教育委員会事務局（改善センター）	 （　）は兼務職
事務局長 主　　幹 グループ長 主　　査 主 事 等 主な仕事内容

遠藤久美子

内田　　充
(開拓記念館長
図書館長)

前谷　弘志

学校教育
グループ
坂下　佳則

浅田由美子
沼田　正行
西村　幸真

斉藤　政敏
教育委員会の開催、学校施設・教員住宅の管理、学校教育課程、
教科書、教育計画、教職員の研修・福利厚生、奨学金、スクー
ルバスの運行管理、学校給食の運送、学校医

社会教育
グループ
武田　晃典

山下　朋之
萩原　　晶
加藤　敏晃

生涯学習、社会教育団体、青少年育成、芸術文化活動の普及・
奨励、文化財保護、開拓記念館、体育振興、体験学習、社会教
育施設の管理、生涯スポーツ、文化振興、文化活動団体

社会教育主事
(山下　朋之)
(加藤　敏晃)

社会教育活動の指導・助言

図書館 図書館の管理・維持、図書の貸し出し・返却、読書案内、レファ
レンスサービス

高橋　泰之
(学校給食セン
ター長)

給食センター 学校給食センターの運営管理、栄養管理

　議会事務局（役場庁舎４階）	
事務局長 主　　査 主な仕事内容

高宮　正人 竹村　大樹 議会に関する事務

　農業委員会事務局（役場庁舎１階）	 （　）は兼務職
事務局長 主　　幹 副 主 幹 主　　査 主な仕事内容

(後木　満男) 野尻　成三 西井ゆかり (政所　正人) 農地利用・調整・転用、作況調査、農業者年金
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　　公共施設等　電話番号・ＦＡＸ番号④　公共施設等　電話番号・ＦＡＸ番号

施　　設　　名 電話番号 ＦＡＸ

役
　
場
　
庁
　
舎

住 民 課 76-2130

76-2785

産 業 振 興 課 76-2134

会 計 課 76-3192

総 務 課 76-2131

建 設 課 76-2139

議 会 事 務 局 76-3191

農 業 委 員 会 76-2135

保健福祉課・ゆめりあ 72-2000 72-2006

教育委員会・改善センター 76-4233 76-3223

総合振興公社・物産館 76-3141 76-3126

児 童 館 76-2402 74-2402

新 十 津 川 保 育 園 76-2419 76-2871

地域子育て支援センター 72-2088 72-2088

地域包括支援センター 72-2030 ―

ス ポ ー ツ セ ン タ ー 76-3390 76-3390

ス ポ ー ツ ク ラ ブ 76-3470 ―

そ っ ち 岳 ス キ ー 場 76-2075 ―

温 水 プ ー ル 76-2925 ―

サンウッドパークゴルフ場 76-2500 ―

ピ ン ネ ス タ ジ ア ム 76-3838 ―

新 十 津 川 幼 稚 園 76-4152 76-4003

新 十 津 川 小 学 校 76-2505 76-3477

新 十 津 川 中 学 校 76-2161 76-2162

新十津川農業高等学校 76-2621 76-2292

給 食 セ ン タ ー 76-2528 76-2671

図 書 館 76-3746 76-4641

開 拓 記 念 館 76-2622 ―

施　　設　　名 電話番号 ＦＡＸ

武 道 場 76-4098 ―

サ ン ヒ ル ズ ・ サ ラ イ 76-3000 76-3036

新 十 津 川 物 語 記 念 館 76-2995 76-2995

文 化 伝 習 館 76-2991 76-2992

ピ ン ネ 農 業 公 社 72-2022 76-4102

新規就農者技術修得センター 76-4257 76-4257

農林産物加工センター 73-2077 73-2078

除 雪 セ ン タ ー 76-4302 ―

消 防 支 署 76-2619 76-3716

西空知広域水道企業団 76-2486 76-3660

吉野地区活性化センター 73-2632 73-2632

社 会 福 祉 協 議 会 76-2600 76-3505

空知農業改良普及センター中空知支所 74-2281 74-2285

新 十 津 川 駐 在 所 76-2610 ―

花 月 駐 在 所 74-2012 ―

大 和 駐 在 所 76-2573 ―

新 十 津 川 郵 便 局 76-2560 76-2064

橋 本 郵 便 局 76-2960 76-2912

石 狩 大 和 郵 便 局 76-2901 76-2094

石 狩 吉 野 郵 便 局 73-2121 73-2465

花 月 郵 便 局 74-2400 74-2530

札幌開発建設部滝川河川事務所 76-2211 76-2224

新 十 津 川 土 地 改 良 区 76-2261 76-3336

新 十 津 川 町 商 工 会 76-2571 76-4445

中 空 知 衛 生 施 設 組 合 75-3800 75-3801

空 知 中 部 広 域 連 合 66-2152 66-2138


