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　高齢化や労働力不足、農家１軒あたりの農地面積の拡大に対応するには、農作業の省力化・効率化が欠
かせません。こうした中、最先端技術を活用した「スマート農業」が注目を集めています。
　町は、スマート農業を促進するため、一年でもっとも忙しい田植え作業の省力化に効果が見込まれる「Ｇ
ＰＳ直進アシスト機能付き田植機」の購入に対して、費用の一部を助成します。
　この田植機は、最初の１列だけ人間が運転すると、２列目以降はＧＰＳ信号を受信して自動的に真っ直
ぐに走ります。そのため、従来型の田植機では運転手と苗補給役の最低２人が田植機に乗らなければなり
ませんでしたが、ＧＰＳ田植機では運転手１人でも苗補給が可能となり、少ない人数で田植えを行うこと
ができます。

　　農業の振興①　農業の振興

ＧＰＳ田植機の購入助成	 500万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

菌床が並ぶ椎茸ハウス内部

技術修得センターの改修	 2123万円 ピンネ農業公社の支援	 781万円
（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）

　農業の担い手となる後継者や新規就農希望者が
新しい農業技術や優れた経営感覚を身につけるた
めの研修施設が老朽化しているため、全面改修を
行います。
　また、新十津川町農産物ブランド化推奨産品と
なっている椎茸を増産し、研修の場として活用す
るため、新たに椎茸ハウスを１棟増設します。

　農業は高齢化や担い手不足が進んでいます。こ
のままでは、町の基幹産業である農業が衰退し、
農地が荒廃してしまう可能性があります。
　これらの問題に対処するため、担い手の育成や
近年注目を集めるスマート農業の推進など、さま
ざまな角度から町の農業を守る取り組みを行うピ
ンネ農業公社を支援します。

【助成額】　20～30万円ＧＰＳのアンテナ

運転手と別に
苗補給役が必要

自動操縦中に
１人で苗補給

従
来
型

Ｇ
Ｐ
Ｓ
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農産物ブランド化の支援	 120万円
（担当：農産物ブランド化推進室）

　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。
　生産者が消費者に直接ＰＲできる直売会を、平成30年度は札幌市内で９回程度開催し、安心・安全な農
産物の良さを積極的にＰＲします。
　また、道内の消費者に新十津川町を広く知ってもらうため、北海道日本ハムファイターズの主催試合に
新十津川産「ゆめぴりか」を副賞として提供します。
　さらに、付加価値向上、販路拡大などを推進している個人、団体に対し、農産物ブランド化推進協議会
と連携して支援をします。

直売会当日 日ハム主催試合でのゆめぴりか提供

農業用水の確保	 3844万円
（担当：建設課都市管理グループ）

　安定した農業用水確保のため、徳富ダムを水源
とした徳富ダム注水工および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	 1345万円
他の町の負担	 1445万円
町の負担	 1054万円

徳富ダム

有害鳥獣の駆除	 1356万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　急増しているエゾシカによる農業被害を防止す
るために、猟友会に有害鳥獣の駆除を委託し、農
業被害を軽減します。
　また、くくりわなを狩猟免許を取得している農
業者へ貸し出します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 859万円
町の負担	 497万円

エゾシカ捕獲頭数の推移
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ＣＯ２吸収量の取引	 23万円 町有林の保育管理	 312万円
（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）

　地球温暖化対策の一環として、二酸化炭素の排
出削減量や吸収量をクレジット化する制度があ
り、町有林の整備により生み出された二酸化炭素
吸収量をクレジット化するための手続きを進めま
す。
　クレジットは企業などが購入し、その代金は、
今後の町有林の管理に使用する予定です。

　幌加地区の町有林において、幼木の成長を助け
るため下草刈りを行います。また、風雨で傷んだ
作業道の補修も行います。
　総進地区の「創造の森」や学園地区の「百年の
森」の下草刈りなどの手入れを計画的に行い、樹
木の育成と景観整備を行います。

＜財源内訳＞
道の補助金	 80万円
町の負担	 232万円

　　林業の振興②　林業の振興

木質バイオマスボイラー導入の検討	 22万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　新十津川町の面積の約77パーセントは森林が占めています。その森林の有効活用策を探るため、平成27
年度から森林資源活用研究会を立ち上げて検討してきました。その結果、ふるさと公園内に木質バイオマ
スボイラー施設を導入し、グリーンパークしんとつかわ、スポーツセンター、温水プールの３施設に配管
を通して熱を供給する事業の可能性が見えてきました。
　今後、国の補助金が採択され次第、各施設での聞き取りなどを行う事業性評価調査を実施し、課題を整
理しながら木質バイオマスボイラーの導入を目指します。

木質バイオマスボイラー（芦別市の宿泊施設）

下草刈りクレジットと資金のやりとり

　バイオマスとは、生物資源（bio）の量（mass）
を表す概念で、一般的には「再生可能な、生
物由来の有機性資源で化石資源を除いたも
の」を意味します。
　このうち、間伐材や製材工場で発生し
た樹皮・おがくず、住宅の解体材などを
木質バイオマスといいます。

ワンポイント
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　　商工業の振興③　商工業の振興

地域おこし協力隊の受入れ	 2220万円
（担当：産業振興課）

　地域おこし協力隊の隊員（産業活性化支援員）を新たに２人募集し、平成30年度はスポーツ活性化支援
員を入れて６人体制での活動を予定しています。
　産業活性化支援員（４人）は、人々が自由に集まり、さまざまな意見を交わす場として、観光案内機能
を持つ駅前の施設を拠点に活動し、異業種間交流、ＳＮＳや町広報などを活用した情報発信、特産品など
の商品開発や観光資源の発掘など、地域が活性化する取り組みを行います。
　農業支援員（１人）は、町内で実際の農作業を通じて基礎的な農業技術の体得を目指し、就農に向けて
活動を行います。

地域おこし協力隊、町民有志が協力して
開催したイベント「エキアカリ」

味覚まつりの販売会の様子

地 し 紹お 力域 協 介こ 隊

金
こん
　奨
しょういちろう
一朗　さん（28歳）

梶
かじ
谷
や
　　亘

わたる
　さん（33歳）

三
みつ
師
もろ
　優

ゆ
美
み
　さん（29歳）

山
やま
森
もり
　和

かず
也
や
　さん（52歳）

出身：千歳市
任期：平成28年６月1日
　　　～平成31年３月31日（３年目）
活動：終着駅を活用した観光情報発信

出身：札幌市
任期：平成29年４月１日
　　　～平成32年３月31日（２年目）
活動：就農に向けての研修
　　　（水稲栽培や高糖度トマトの栽培）

出身：石狩市
任期：平成29年５月1日
　　　～平成32年３月31日（２年目）
活動：６次産業化に向けての活動

（酒米粉やほおずきなどを活用した特産
品の開発）

出身：札幌市
任期：平成29年11月１日
　　　～平成32年３月31日（２年目）
活動：スポーツによる地域活動
※活動内容は44ページでも紹介しています

産　業

農　業

産　業

スポーツ
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中小企業者などへの支援	 3641万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

○事業資金保障融資
【対象者】
　新十津川町に１年以上住所を有
し、新十津川町商工会に加入して
いる中小企業者
【支援内容】
　融資のあっせん、利子の補助
種類 資金の内容 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

行政上の理由な
どで生じる施設
の移転、整備の
ための資金

2500万円

○企業施設設置の優遇措置
【対象者】
　町内で企業施設を新たに設置、
増設または移設した企業
※投資額の要件
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

【支援内容】
・施設の固定資産税を、土地・家
屋は10年、償却資産は５年免除
・対象となる投資額の20％を助成
（上限3000万円、３年分割支給）
・対象となる施設・設備の賃借料
の20％を３年間助成（上限年
100万円）
・新設などに伴う新規雇用者（町
民）への年間賃金支払額の５％
を３年間助成（上限１人年25万
円～30万円、総額年500万円）

○町内中小企業者への助成
【対象者】
　新十津川町商工会に加入してい
る中小企業者
【支援内容】
・店舗などの整備
店舗の新築、改装などに対し、
対象経費の２分の１～４分の３
を助成（上限あり）
・地場産品の開発
新たな地場産品の開発などに対
し、対象経費の４分の３を助成
（上限あり）
・商工観光の活性化
生産性向上、販売促進などの取
組み、観光資源の調査研究など
に対し、対象経費の４分の３を
助成（上限あり）
・人材育成
知識、技術を習得するための研
修受講などに対し、対象経費の
２分の１を助成（上限あり）

酒米粉を使用した商品の開発	 199万円
（担当：産業振興課農林畜産グループ）

　新十津川町は北海道一の酒米産地であり、町内に酒造会社もあります。日本酒で作る工程で生まれる酒
米粉の活用方法を検討するため、平成28年度から農研機構と共同研究を行っています。酒米粉の特性を生
かした製品化によって、新たな特産品としての製造・販売を目指します。
　また、試作を行う段階で製パン改良剤として特許を取得できる可能性が出てきましたので、出願・審査
などの手続きを進めるとともに、どのようなことに活用できるか検討していきます。

酒米粉を使用したパン 試作に取り組む地域おこし協力隊・三
みつ

師
もろ

さん
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奈良県・十津川村三者協定ＰＲ	 261万円
（担当：産業振興課商工観光グループ）

　奈良県、十津川村、新十津川町の三者は、更なる友好・交流を深め、特産品の宣伝販売やそれぞれの観
光情報発信について相互に協力するため、連携と協力に関する協定を締結しました。
　東京都や奈良県にあるアンテナショップや十津川村のイベントでピンネ農協・商工会・振興公社と連携
し、町の農特産物をＰＲ、販売します。
　また、味覚まつりや雪まつりなどのイベントで十津川村の特産品を販売するほか、物産館（くじら館）
で引き続き奈良県や十津川村の特産品を取り扱います。
　さらに、奈良県から町内のホテルや旅館に宿泊された方におもてなしとして、町の特産品をプレゼント
します。三者による共通観光パンフレットを作成し、町の観光ＰＲを行います。

【特産品常設販売所】
○奈良まほろば館（東京都中央区日本橋）
　ミニトマトジュースや酒粕ラーメンなどの加工品
○うまいものプラザ（ＪＲ奈良駅構内）
　ミニトマトジュースや甘酒丹切飴などの加工品
○ＪＡならけん「まほろばキッチン」（奈良県橿原市）
　ミニトマトジュースや甘酒丹切飴などの加工品
（６月から10月まで農産物の新十津川コーナーの
設置を予定）

　　観光の振興④　観光の振興

平成29年８月21日　奈良県庁での締結式

観光ＰＲの推進	 923万円 イベントの共催	 801万円
（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）

　本町の観光ＰＲキャラクター「とつかわこめ
ぞー」が、町内外の各種イベントに出演するほか、
こめぞーのキャラクターカード、ポロシャツ、う
ちわ、風船など、関連グッズを作成し、本町の認
知度アップと観光ＰＲを図ります。
　また、弥生区の国道沿いに設置されている観光
案内看板の改修を行います。
　民間旅行会社による観光ツアーの促進や地域お
こし協力隊による観光案内所などの運営の支援な
どを行います。

　夏と冬の定番イベントである「ふるさとまつり」
と「雪まつり」を主催するふるさとまつり実行委
員会に対し、開催経費を助成します。
　平成30年度は、北海道日本ハムファイターズと
のパートナー協定の最終年となることから、ファ
イターズガール招致のほか、各種のファイターズ
関連コーナーを企画しています。

ふるさとまつりとつかわこめぞーが町をＰＲ



34

まちづくり読本＜予算版＞

３

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　農業の振興
青年就農者の支援 450万円 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
農業委員会の活動 996万円 農業委員会の活動経費です
農業者年金事務 127万円 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 管理システムを保守します
農政事務 137万円 農政全般にかかる事務経費です
営農振興対策協議会の支援 30万円 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 110万円 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の活用 57万円 地理情報システムを活用して農地情報を把握します
農業経営基盤強化資金の利子助成 275万円 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 1億6839万円 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 1億3501万円 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 1181万円 環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援します
農業振興地域整備計画の見直し 212万円 優良農地を守るための計画を見直します
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対し事務費を助成します
家畜の病気予防 50万円 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を調査します
学園牧場の維持管理 159万円 町営牧場の維持管理を行います

新十津川物語記念館の運営とドラマの上映会	 1141万円 ふるさと公園の再整備	 2598万円
（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の管理運営のほか、屋根と
外壁の塗替えを行います。
　また、ＮＨＫドラマ「新十津川物語」が、４月
から７月にかけてアンコール放送されることか
ら、上映会を実施します。

【ＮＨＫドラマ「新十津川物語」放送予定日】
①４月28日（土）　明治編（前編）
②５月５日（土）　明治編（後編）
③６月２日（土）　大正編（前編）
④６月９日（土）　大正編（後編）
⑤７月７日（土）　昭和編（前編）
⑥７月14日（土）　昭和編（後編）
※放送時間は午前10時～11時30分の予定です。

　観光拠点である「ふるさと公園」の魅力アップ
のため、関係施設と協議し再整備計画を作ります。
　また、老朽化した照明設備のＬＥＤ化やイベン
ト広場ステージ内の壁面の塗替えを行います。
　さらに、公園から見下ろす景観をより良いもの
にするために樹木のせん定や伐採を行います。

ＮＨＫドラマ再放送決定記念
「新十津川物語」上映会

【日時】　４月28日（土）午前９時30分～
【会場】　ゆめりあ
【内容】　この日に放送されるドラマを大型ス

クリーンで鑑賞します。当時の出演
者のゲストトークも予定（入場無料）
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
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
21世紀高生産基盤整備推進協議会の運営 240万円 基盤整備を推進する協議会の運営負担です
国営造成施設管理体制整備の促進 1410万円 用排水路などの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（新十津川地区・徳富地区） 2677万円 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
森林保護のための巡視活動 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 10万円 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 295万円 林道５路線の維持管理を行います
民有林への植林活動の支援 532万円 伐採後の植林活動を支援します
森林管理のための情報把握 402万円 森林管理のための台帳や地図情報を整備します
３　商工業の振興
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
商店街の環境整備 5万円 国道沿いの商店街の植樹ますに花を植栽します
中小企業者の借入資金の利子補給 298万円 国や北海道の融資制度利用者に利子の一部を助成します
商工会の支援 1175万円 商工会の業務の相談や商工業振興活動に助成します
地元消費拡大の支援 400万円 商工会のスタンプラリー事業に対し助成します
４　観光の振興
青少年交流キャンプ村の管理運営 811万円 バンガローや炊事場など、木製施設の塗替えをします
文化伝習館の管理運営 792万円 文化伝習館の管理運営を行います
文化伝習館での工芸体験 844万円 文化伝習館で工芸体験や講座を行います
吉野地区活性化センターの管理運営 1337万円 施設の管理運営と屋上防水工事をします
吉野公園の維持管理 1041万円 公園の維持管理と遊歩道の改修工事をします
吉野駐車公園の維持管理 51万円 駐車場と公園の維持管理をします
イベント開催の支援 104万円 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 915万円 ふるさと温泉の維持管理を支援します
サンヒルズ・サライなどの管理運営 5097万円 サライなど４施設の運営を振興公社に委託します
振興公社への出資 1000万円 振興公社の安定運営のため増資します
５　雇用の創出
技能協会の支援 4万円 協会員の技能向上や協会の地域活動に助成します


